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CG-ARTS 協会（東京都／理事長：��� ������ �� ���� ������ �� ������ �� ���� �� ��� �� �
学生 CG コンテスト」の作品募集を 7 月 � 日からス��ス��
ト��������

�学生 CG コンテスト」���を������を������を������を����
その��を広く紹介�ることを目的� ���� �から��� ���� �から������ �から��
開催��������の�募作品�� ����� �を�����������の�募作品�� ����� �を����募作品�� ����� �を����� ����� �を���� ����� �を����
この �� �の�� ��� ������を���と�作品の�� �の�� ��� ������を���と�作品の�の�� ��� ������を���と�作品の
表現�豊か�なっ�����

��作品�選ばれたこと�きっかけとなり�作品�商品
化された�国内外の映像祭で��された�海外で仕事�
就�たなど���者の方たちの活躍も多様化������

作品募集����������ン���テ��の � ���募集����������ン���テ��の � ����
グ�フ�ッ�ス（����������映像�������（����������映像�����������映像�������
ン�ン���テ����ト�Web�ゲ�ム������������
��ンソフトなど��広���ン�の����作品を�など��広���ン�の����作品を�
象と������

娯楽������商��など���作品�の��を目的������商��など���作品�の��を目的�����商��など���作品�の��を目的��作品�の��を目的�の��を目的
� �� �より設置�たエン��テ�ン�ント�を�じめ�

第 16 回 学生 CG コンテストポスター

※作品募集のポスター画像は�� ��� ��ト����ン�ー�������< ��ス��　www.cgarts.or.jp/o�t��n�/pr�ss/2010/100622.�t��>�� ��� ��ト����ン�ー�������< ��ス��　www.cgarts.or.jp/o�t��n�/pr�ss/2010/100622.�t��>��� ��ト����ン�ー�������< ��ス��　www.cgarts.or.jp/o�t��n�/pr�ss/2010/100622.�t��>　www.cgarts.or.jp/o�t��n�/pr�ss/2010/100622.�t��>www.cgarts.or.jp/o�t��n�/pr�ss/2010/100622.�t��>>

プレスリリース
2010 年 6 月 22 日

この件に関する�����������

第 16 回

�� 歳以下の方を�象と�た奨励��CG-ARTS 検定の合格
者を�象と�た CG-ARTS 推薦�など�今後の活躍�期待
される学生�の積極的な表彰を行っ��き���

�募期�� 7 月 � 日から � 月 �7 日�で���作品�����作品����作品��
���� � � 月�文化庁����芸�祭の協�事�と��国の協�事�と��国協�事�と��国
立新美�館で同時開催�定で���定で����

チャレンジ精神と斬新なアイデアにあふれた作品を
静止画・動画・インタラクティブの
3部門で募集します。

 作品募集  



応 � � �� � �

第 16 回 学生 CG コンテスト

CG-ARTS 協会（財団法人 画像情報教育振興協会）

▽静止画部門

　2D・3D のグラフィック作品、キャラクター、デジタルフォトなど

　�デジタル�������作���グラフィック作品���（�作品�）�デジタル�������作���グラフィック作品���（�作品�）デジタル�������作���グラフィック作品���（�作品�）

▽動画部門

　2D・3D アニメーション、デジタル加工編集し�映像作品など

　�コン��ーター��作、��は���デジタル加工・編集し�映像作品�アニ�コン��ーター��作、��は���デジタル加工・編集し�映像作品�アニコン��ーター��作、��は���デジタル加工・編集し�映像作品�アニ

　　メーション作品メーション作品

▽�ンタラクティ�部門�ンタラクティ�部門

　�ンスタ�ーション、�ンタラクティ�アート、�ー�、��� など�ンスタ�ーション、�ンタラクティ�アート、�ー�、��� など�ンタラクティ�アート、�ー�、��� など

　�デジタル�������作������の��作品デジタル�������作������の��作品

原田 大三郎（審査委員長・多摩美�大学教授）

赤岩 �え（アーティスト）（アーティスト）アーティスト））

笠井 修二（クリエ�ティ�ディ�クター）

クワクボリョ�タ（メディア・アーティスト）

豊嶋 勇作（CG ��デ�ー�ー）

永戸 鉄也（アートディ�クター）（アートディ�クター）アートディ�クター））

山�� �広（��会�フジテ��ジョン ラ����局コンテン�事�部�部長）�� �広（��会�フジテ��ジョン ラ����局コンテン�事�部�部長） �広（��会�フジテ��ジョン ラ����局コンテン�事�部�部長）

山路 和紀（��会���ミア�エージェンシー代表取締役�長）

2010 年 7 月 1 日（�）� � 月 27 日（月）����）� � 月 27 日（月）���）� � 月 27 日（月）���月）���）��� 

学生��作し�作品�������会人学生� 2010 年 3 月�������の�����作し�作品�������会人学生� 2010 年 3 月�������の����������会人学生� 2010 年 3 月�������の����会人学生� 2010 年 3 月�������の���2010 年 3 月�������の����������の���������の���

作作品なども�象�なり���

 

��� �り���、作品������ www.cgarts.or.jp/scg/ ��り���、作品������ www.cgarts.or.jp/scg/ �

アート・デザ�ン・エンターテ�ンメント・工�分野など、ジャンルは問�����������

�作過程の論理�・��力・審美�・オリジナリティなど��、���新し�表現�

追求し�����評価し���

各部門ご��最優秀賞・優秀賞・エンターテ�ンメント賞・��賞・CG-ARTS ��エンターテ�ンメント賞・��賞・CG-ARTS ��賞・��賞・CG-ARTS ��・��賞・CG-ARTS ��

賞���し������し���

賞品：デジタル�デオカメラ、デジタルカメラ、�リンター等��������

協力：キヤノンマーケティングジャパン��会�

［�表 ]  2010年12月��　学生CGコンテスト�����ト���表（��）��　学生CGコンテスト�����ト���表（��）�　学生CGコンテスト�����ト���表（��）

［受賞作品展］ 2011 年 2 月 2 日（水）� 2 月 13 日（日）

（��）　　　　��新美��（��・�本�）��新美��（��・�本�）

※受賞作品展は、文化庁メディア芸�祭の協賛事��し�同時�催���し��������し������

■名称

■主催

■応募部門

■審査委員会

（敬称略・50 音順）

■応募期間

■応募資格

■応募�法�法

■審査基準

■各賞



受賞者の活躍

受賞�き��け�活躍の場�世界へ！　川島 高
第 11 回　�ンタラクティ�部門　佳作「Op�n t�� B��nd」

慶応義塾大学時代��作し�映像作品�、学生 CG コンテスト�はじめ、��ざ�な

コンテスト�受賞�その�、映像�限�な�多彩なメディア����作品��作���

作品はアルスエ�クト�ニカ（オーストリア）、シーグラフ（アメリカ）、ソナーフェ

スティバル（�ラジル）、��ンゼルス�際短編映画祭�文化庁メディア芸�祭など�

内外���表�アート作品�作の一�、�ンタラクティ�広告�数多く手掛け、作品

は On� S�ow F�st�va�（アメリカ）��２年連続し�受賞�

プロフィール

1�81 年生���メディアアーティスト｜デザ�ナー�慶応義塾大学 環境情報学部��、カリフォルニア大学��ン

ゼルス校 （UCLA） デザ�ン｜メディア芸�学�修��程修���� 17 年�文化庁��芸����員�広告代理��（UCLA） デザ�ン｜メディア芸�学�修��程修���� 17 年�文化庁��芸����員�広告代理��UCLA） デザ�ン｜メディア芸�学�修��程修���� 17 年�文化庁��芸����員�広告代理��） デザ�ン｜メディア芸�学�修��程修���� 17 年�文化庁��芸����員�広告代理�� デザ�ン｜メディア芸�学�修��程修���� 17 年�文化庁��芸����員�広告代理�� 

Cr�sp�n Port�rs + Bog�sky、Good�y S��v�rst��n+ Partn�rs �経�、現在 AKQA �ンフランシスコ��活動��

詳細は �ttp://www.takas��kawas���a.co�/

�際映画祭�受賞�経��ンディーズ�ーベル��ち上げ　大山 慶
第 11 回　動画部門　最優秀賞　「診察室」

東京造形大学の���作『診察室』�学生ＣＧコンテスト�はじめ、��ざ�なコン

テスト�受賞�カンヌ�際映画祭監督週間など多くの海外映画祭�上映����アニ

メーション 100 周年��念し��作���オ�ニバス映画『TOKYO LOOP』への

参加�経�、愛知芸�センターオリジナル映像作品�し�『HAND SOAP』��作�

ヨコハマ�際映像祭優秀賞、オーバーハ�ゼン�際短編映画祭（���）映画祭賞、

Ａ n�f�st（チェコ）審査員特別賞�受賞�

プロフィール

1�78 年東京生���2007 年東京造形大学大学院修��程修��短編映画�し�作品��作����わ�、映画『�

��の女房』（2010 年秋公�）、『私は猫ストーカー』（200� 年公�）のアニメーションパートなど�担当�2010 年、

日本の映像作品��内外�販売���ンディーズ�ーベル「CALF」�設�（�ttp://ca�f.jp）、代表�務め����日本

アニメーション協会会員�阿佐ヶ谷美��門学校非常勤講師、�メージフォーラ��属映像��所特別講師�

詳細は �ttp://www.k��oya�a.co�/

参考資料

CG-ARTS 協会 （財団法人 画像情報教育振興協会） について

□会員企業

��理事会員�キヤノンマーケティングジャパン��会�／��会�電通／日本 SGI ��会�／��会�博報堂

��会員���会��ン��スジャパン／��会��チ�人材��センタ／��会� NTT データ／��会�大林�／キヤノン��会�

／キヤノン IT ソリ�ーションズ��会�／キヤノンシステ�アン��ポート��会�／キヤノンソフト�ェア��会�／��会�資

生堂／��会�シ�ガーカンパニー／新日鉄ソリ�ーションズ��会�／大日本印刷��会�／��会�丹青�／��会� TBS テ�

�／��会�テ��朝日／��会�テ��東京／��会�電通テック／凸版印刷��会�／��会�日経 BP ／��会�日交／日興美

���会�／日本テ��放�網��会�／日本電気��会�／��会�フォーラ�エ�ト／��会��ーエス朝日／��会�フジテ�

�ジョン／��会���シーズ／��会���ミア�エージェンシー／��会�メンバーズ／��会��� 

（50 音順　2010 年 6 月現在）

CG-ARTS 協会は 1��2 年�設�し�文部�学省認�の財団�、主� CG 分野�おけ�『人材育�』�

『文化振興』�行������

（敬称略）

「Sprint Center Wall Installation」

「HAND SOAP」


