
2022年1月28日（金）14時一斉解禁

【報道各位】

平素より大変お世話になっております。この度、東京アニメアワードフェスティバル実行委員会及び一
般社団法人日本動画協会は、国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2022
（TAAF2022）」を2022年3月11日(金)から3月14日(月)までの4日間、池袋にて開催いたします。

2022年1月28日（金）より
～第一弾チケット販売開始～

こどもワークショップの詳細も解禁！

―進化するTAAF2022－

本年も力作揃い! コンペティション部門 長編4作品 & 短編32作品 チケット販売スタート

毎年、世界各国から優秀な作品が多数応募されるTAAFのコンペティション部門ですが、本年度の
長編アニメーションは27の国と地域から応募された31作品（昨年22作品）より、4作品がノミネート。

短編アニメーションは57の国と地域から応募された874作品（昨年817作品）より、32作品がノミネートされました。

つきましては、1月28日（金）14時より、長編アニメーション4作品と短編アニメーション3スロットのチケット販売を開
始します！ノミネート作品の上映時間は下記の通りです。是非この機会に世界の秀作をご高覧ください！

●TAAF2022コンペティション部門 チケット概要
・日時：3月11日（金）～14日（月）
・会場：Mixalive TOKYO Hall Mixa
・料金：＜各プログラム（長編アニメーション『ケース』を除く）＞

大人 1,000円／学生以下 800円 （当日券は200円増し）
※一次選考委員・フェスティバルディレクター解説付き上映は前売り券、当日券共に200円増し

＜長編アニメーション『ケース』＞
大人・学生以下共通 600円（当日券は200円増し）
※一次選考委員解説付き上映は前売り券、当日券共に200円増し

＜通し券＞
大人 4,000円／学生以下 3,000円

※詳細は、公式ホームページ（https://animefestival.jp/ja/post/15409）をご覧下さい。
※各作品及びスロットの詳細な上映日時は次ページをご確認ください。

コンペティション部門長編アニメーションには、バラエティに富んだ4作品がノミネート！

ブラジルのストップモーション作品『ボブ・スピット-人間なんてクソくらえ-』
イタリアの『ケース』は40分という手軽に鑑賞できる長さ

台湾から実写出身のイー・ツーイェン監督による『捨てられたものの街』
そしてアフガニスタン人と結婚したチェコ人の女性を描いた『マード 私の太陽』

コロナ禍で海外に行きにくい状況ですが、本映画祭でアジア、ヨーロッパ、南米、
世界各国から届いた作品をお楽しみください！
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チケットのご購入は公式HPをご覧ください！
https://animefestival.jp/ja/post/15409

コンペティション部門 長編4作品 & 短編32作品 の上映日時

＜メディアの方へお知らせ＞
メディアの期間中に上記の作品をご鑑賞いただくことが可能です。ご希望の方は広報担当の貝塚までご連絡ください。
是非この機会に作品をご覧いただき、ご取材もご検討くださいませ。

『捨てられたものの街』

＜上映日時＞
・ 3月11日（金）12:20～13:51
・ 3月13日（日） 9:30～11:21 （一次選考委員解説付き）

『マード 私の太陽』

＜上映日時＞
・ 3月11日（金）14:25～16:06 （フェスティバルディレクター解説付き）

・ 3月13日（日）15:30～16:51
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■長編アニメーション■

長編アニメーション4作の予告を公式Youtubeでご覧頂けます。合わせてご紹介ください
https://youtube.com/playlist?list=PLE9OatfwBwtmRWuVGvqTd4fDDfMq5R1yw

■短編アニメーション■
スロット1

・ 3月11日（金）10:00～11:42

・ 3月13日（日）13:00～15:02 （一次選考委員解説付き）

スロット2

・3月12日（土）11:00～13:02 （一次選考委員解説付き）

・3月13日（日）17:20～19:02

スロット3

・3月11日（金）16:40～18:25

・3月12日（土）16:00～18:05 （一次選考委員解説付き）

■グランプリ作品（長編・短編）■
3月14日（月）19:00～21:00

（あらすじ）
悩み多き10代のリーフ。家出をして、なぜかたどり

着いたのは、「捨てられたものの街」と呼ばれる奇
妙な場所だった。そこでリーフは、ビニール袋のバ
ギーに出会う。バギーは決して自分のことをいら
ないゴミだとは思っていない。彼には一族を率い
てこの街から脱出するという使命があるのだ。

（あらすじ）

チェコ人の女性ヘラは、アフガニスタン出身の男性
ナジールと恋に落ちる。その時は、知らなかった。
タリバン崩壊後のアフガニスタンでどんな暮らしが
待っているか、自分が加わろうとしているのはどん
な家族なのか。

『ケース』

＜上映日時＞
・ 3月12日（土）9:30～10:30 （一次選考委員解説付き）

・ 3月13日（日）11:50～12:30

（あらすじ）

時代も場所も不明などこか。少年は夢とバイオリ
ンケースだけを持ち、戦争から逃げ出す。その過
程で彼は美しいナイラとほかの旅人たちに出会
う。砂漠を渡り、海を渡り、危険で長い旅が続く。
心に響く音楽が彼を導き、少年は国境を越え、偏
見を打ち砕く。

■監督：マウリツィオ・フォレスティエリ ■製作国：イタリア ■時間： 40分
■完成年： 2021年

『ボブ・スピット－人間なんてクソくらえ－』

＜上映日時＞
・ 3月12日（土）13:35～15:25 （一次選考委員解説付き）
・ 3月13日（日）19:30～21:00

（あらすじ）

ボブ・スピットは漫画のキャラクターで、彼を生み出
したブラジル人の漫画家アンジェリの頭の中にあ
る、世界滅亡後の砂漠に住んでいる。アンジェリが
ボブを殺すと決めた時、ならず者のボブは荒廃した
世界を抜け出して、生みの親と対峙する。

■監督：セザール・カブラル ■製作国：ブラジル ■時間： 1時間30分 ■完成年： 2021年

■監督：イー・ツーイェン ■製作国：台湾 ■時間： 1時間31分 ■完成年： 2020年

■監督：ミハエラ・パヴラートヴァー ■製作国：チェコ、フランス、スロバキア
■時間： 1時間21分 ■完成年： 2021年
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《こどもワークショップ》
アニメーション作りの楽しさを体験できるワークショップを開催！

今年もTAAFでは子どもたちに向けたアニメーションワークショップ

「アニメ水族館」と「アニメーションをつくろう」
の2つを実施します！

自分で作ったアニメーションが動き出す、貴重な経験です！！
2月1日（火）正午応募受付開始 （※抽選となります）

●「アニメ水族館」発表会
・日時： 3月13日（日）11：30～13：30 （集合開始：11：00）

・会場：サンシャインシティ 噴水広場

・料金：無料

・招待席申込：2022年2月1日（火）正午より、受付開始
※詳細は公式ホームページ（https://animefestival.jp/ja/kodomo/2022aqua/）をご覧下さい。
※無料オンライン配信も予定しております。

●こどもワークショップ① アニメ水族館

キミだけの「アニメ水族館」をつくろう！
ものを創るためには、「よく観る」ことが最も大切になります。このワークショップでは、アニメーションに必
要な要素 を整理し、「かたち」と「動き」を観察から創りだすことを行います。子どもたちにアニメーション
作りの楽しさを体験してもらいながら、「よく観る」ことを促し、自分で答えを見つけ出す楽しさを感じても
らいます。またワークショップで制作された作品は、完成を記念してサンシャインシティ 噴水広場で披露
上映を予定しております！
是非この機会に奮ってご参加ください！

・日時：3月12日（土）9：15～15：00 （受付：9:00～9:15）
※場所の移動等があるため、時間厳守でお願いします。

※当日の作業状況により30分～1時間終了が遅れる可能性があります。

・会場：豊島区庁舎5階 507～510会議室
※サンシャイン水族館の入口にて受付をし、水族館で生き物を観察

した後に豊島区庁舎へ移動します。

・対象／定員：小学生以上／25名程度

・参加条件
①新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、同居のご家族単位

でのお申込みとなります。
②お子様のみ、大人のみでの参加はできません。

・料金：500円 （材料費として）
※参加者1人につき500円かかります。（例：4人家族で参加の場合は、2,000円）
※対象年齢以下のお子様をお連れの場合、そのお子様の参加費はかかりません。

・申込：2022年2月1日（火）正午より、受付開始 （抽選）
※詳細は公式ホームページ（https://animefestival.jp/ja/kodomo/2022aqua/）をご覧下さい。

※写真は昨年度（TAAF2021）の様子です。

※写真は昨年度（TAAF2021）の様子です。

https://animefestival.jp/ja/kodomo/2022aqua/
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《こどもワークショップ》
アニメーション作りの楽しさを体験できるワークショップを開催！

●こどもワークショップ② アニメーションをつくろう

『アニーちゃん』と『あにめくん』を楽しく動かしてみよう！
アニメーションが面白いのは、動くことです。
このワークショップでは、モールを使ってキャラクターを作り、
それを動かしてストップモーションアニメーションを作ります。
自分の身体も動かしてみて、自分の身体はどうなっているか、
どうしたら生き生きと動くのか、ということを見つけて行きます。
そして、自分のストーリーを作り、アニーちゃんとあにめくんの楽しい物語を完成させましょう。
作品の中のアニーちゃん、あにめくんが、お子さんに楽しい未来を語りかけてくれるかもしれません。
是非この機会に、動かすことで『モノに生命を吹き込む』体験をしてみて下さい。
奮ってご参加ください！

・日時：3月13日（日）13：30～16：30 （受付開始：13:00～）
※当日の作業状況により30分～1時間終了が遅れる可能性があります。

・会場：豊島区庁舎5階 507～510会議室

・対象／定員：小学生以上／25名程度

・参加条件：
①新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、同居のご家族単位でのお申込みとなります。
②お子様のみ、大人のみでの参加はできません。

・料金：500円 （材料費として）
※参加者1人につき500円かかります。（例：4人家族で参加の場合は、2,000円）
※対象年齢以下のお子様をお連れの場合、そのお子様の参加費はかかりません。

・申込：2022年2月1日（火）正午より、受付開始 （抽選）
※詳細は、公式ホームページ（https://animefestival.jp/ja/kodomo/2022ws2）をご覧下さい。

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について】

東京アニメアワードフェスティバル2022は、東京都の「事業者向け感染拡大防止ガイドライン」及び全国興行生活衛
生同業連合会の 「映画館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」等を遵守し、新型コロナウイルス
感染症対策を徹底して開催いたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、早めにお申込を締め切る場合がございます。また、人数を制限して実施
する必要が生じた場合は、お申込みをキャンセルさせていただく場合がございます。大変申し訳ございませんが、ご了承
ください。
各会場が新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施している個別の対策や依頼事項がある場合は、併せてご協力
いただきますようお願いいたします。
ご来場の皆様におかれましては、マスクの着用・検温・咳エチケットにご協力いただくとともに、厚生労働省の「新型コロ
ナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）」のご活用をお願いいたします。
なお、感染状況により、開催内容が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

※写真は昨年度（TAAF2021）の様子です。

アニーちゃん

https://animefestival.jp/ja/kodomo/2022ws2
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＜報道各位からのお問い合わせ＞
東京アニメアワードフェスティバル実行委員会事務局（一般社団法人日本動画協会内）

担当：黒田E-mail：press@animefestival.jp

<プリマステラ> 貝塚千恵 090-9418-1101 primastella316@gmail.com
※読者・視聴者からのお問い合わせは公式HPまで

■日 程 ： 2022年3月11日（金）～3月14日（月）
■会 場 ： 東京・池袋
■主 催 ： 東京アニメアワードフェスティバル実行委員会、一般社団法人日本動画協会
■共 催 ： 東京都
■事務局： 東京アニメアワードフェスティバル実行委員会事務局

（一般社団法人日本動画協会内）

※TAAF2022の詳細は公式HP をご覧ください （公式HP： https://animefestival.jp/ja/）

■各アワードの紹介
◎コンペティション部門

広く国内外から、プロ・アマを問わず募集しています。60分以上の長編アニメーション、30分未満の短
編アニメーションのそれぞれから「グランプリ」「優秀賞」他各賞を選出します。選考の柱となるのは、オ
リジナリティ、先進性、確かな技術、大衆性です。特に昨年度から短編部門内に創設された「学生賞」
は、日本でアニメーションを学ぶ学生のための賞となります。会期中には劇場にて、ノミネート作品の
数々を、国内外の制作者と共にお楽しみいただけます。

◎アニメ オブ ザ イヤー部門
日本国内で上映・放送された作品の中から、 アニメファンが選ぶ「アニメファン賞」、アニメ業界のプロ
が選ぶ『これは観ておきたい』と思う「作品賞」、『この人に注目してほしい』と思う「個人賞」が投票で選
ばれます。

◎アニメ功労部門
アニメーション産業及び文化の発展に寄与した方々を顕彰するものです。アニメーションの技術、表現
だけでなく、人材育成を含む教育活動、国際交流など、広くアニメーション産業の社会的地位の向上に
貢献された方々に、この賞を贈呈いたします。

＜東京アニメアワードフェスティバル 2022開催概要＞

■東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）とは

2022年で9回目の開催となる東京アニメアワードフェスティバル

（TAAF）は、2002年より「東京国際アニメフェア」の一環として行われ

ていた「東京アニメアワード」を独立・発展させた国際アニメーション

映画祭です。本フェスティバルは、「次世代のアニメーション制作を

担う人材の発掘・育成等を行い、東京のアニメーション文化と産業

の発展・振興を図ること」及び「東京の魅力を発信し、東京の観光振

興に資すること」を目的とし、『東京がアニメーションのハブになる』

を合言葉に、高いクオリティとオリジナリティに富む世界中の作品を

東京で上映し、世界中のアニメーションを愛する人々との交流を図

ること、クリエイターや観客に刺激と感動を提供すること、そしてそ

の感動や刺激を糧にアニメーションの新たな波を東京から世界へ

発信することを目指します。

mailto:press@animefestival.jp

