2016/1/20

第19回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展
国立新美術館で開催されるイベント一覧

日程

時間
10:30-11:35
10:30-10:50
11:00-11:30
11:30-11:50
11:50-12:10
12:00-12:55

会場詳細
［3階 講堂］

実施内容
上映

タイトル

CHUNG Waiching Bryan
［2階 企画展示室2E］

［3階 講堂］

トーク
デモンストレーション

アーティストトーク&デモンストレーションツアー1

上映

アニメーション部門 テレビ・劇場アニメーション

13:20-13:40
［2階 企画展示室2E］
13:40-14:00

トーク
デモンストレーション

アーティストトーク&デモンストレーションツアー2

［3階 講堂］

15:00-16:00

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

［3階 講堂］

上映

上映
トーク

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

「わたしが知ってる岸野雄一」

10:30-11:30

［3階 講堂］

プログラムF （アート部門 映像作品）

10:30-10:50
11:00-11:30

アーティストトーク&デモンストレーションツアー3

11:30-11:50
11:45-13:00

［3階 講堂］

上映

13:30-13:50

［2階 企画展示室2E］

トーク
デモンストレーション

アーティストトーク&デモンストレーションツアー4

13:50-14:10
13:15-14:35

［3階 講堂］

15:00-16:00

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

上映

15:15-17:30
15:15-17:30
15:15-17:30

［3階 講堂］

16:30-17:30

［2階 企画展示室2E］ トーク

上映
トーク

備考

アート部門優秀賞『Wutbürger』
アート部門優秀賞『（不）可能な子供、01：朝子とモリガの
場合』
エンターテインメント部門優秀賞『Drawing Operations
Unit: Generation 1』

※一部日英逐次
通訳あり

※一部日英逐次
通訳あり

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

Boris LABBÉ

アニメーション部門大賞『Rhizome』
アニメーション部門新人賞『Deux Amis (Two Friends)』

※日仏逐次通訳

アニメーション部門審査委員／アニメーション監督

大友 良英

音楽家

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

Christian WERNER /
Isabelle BUCKOW

エンターテインメント部門新人賞『Black Death』

Sougwen CHUNG

エンターテインメント部門優秀賞『Drawing Operations
Unit: Generation 1』

Assocreation /
Daylight Media Lab

エンターテインメント部門優秀賞『Solar Pink Pong』

Sougwen CHUNG

エンターテインメント部門優秀賞『Drawing Operations
Unit: Generation 1』

※一部日英逐次
通訳あり

プログラムE （エンターテインメント部門 映像作品）

13:00-13:30
2月4日
（木）

KASUGA (Andreas LUTZ /
Christoph GRÜNBERGER）

プログラムB （アニメーション部門 短編アニメーション）
Natalia CHERNYSHEVA
●上映後トークイベント
森本 晃司（モデレーター）

［2階 企画展示室2E］ トーク

トーク
［2階 企画展示室2E］
デモンストレーション

言語

プログラムG （アート部門 映像作品）

16:30-17:30

上映

アート部門大賞『50 . Shades of Grey』
エンターテインメント部門優秀賞『Drawing Operations
Unit: Generation 1』
アート部門優秀賞『The sound of empty space』
マンガ部門優秀賞『Non-working City』
アート部門新人賞『Communication with the Future - The
Petroglyphomat』

Sougwen CHUNG

13:20-14:25

肩書等

Lorenz POTTHAST

長谷川 愛

14:00-14:30

１5:15-17:30

Sougwen CHUNG
Adam BASANTA
HO Tingfung

13:00-13:20

2月3日
（水）

出演

プログラムD （アニメーション部門 短編アニメーション）

Jesse RINGROSE /
Jason ENNIS
Marc FLURY /
Brian GIBSON

エンターテインメント部門優秀賞『Dark Echo』

※一部日英逐次
通訳あり

エンターテインメント部門優秀賞『Thumper』

功労賞（飯村隆彦） 映像作品
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

岸野 雄一

Riho UNT
プログラムC （アニメーション部門 短編アニメーション）
NGUYEN Phuong Mai
●上映後トークイベント
大井 文雄（モデレーター）

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』
アニメーション部門優秀賞『Isand (The Master)』
アニメーション部門優秀賞『My Home』
アニメーション部門審査委員／アニメーション作家

ケラリーノ・サンドロヴィッチ

劇作家／音楽家

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

※日仏逐次通訳

「わたしが知ってる岸野雄一」

※「要事前申込」のイベントの申込方法および最新情報はウェブサイト（festival.j-mediaarts.jp/)にてご確認ください。
※本プログラムは1月20日現在の内容です。プログラムは都合により変更となる場合がありますので予めご了承下さい。

文化庁メディア芸術祭事務局

2016/1/20

第19回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展
国立新美術館で開催されるイベント一覧

日程

2月5日
（金）

時間

会場詳細

実施内容

10:30-11:50
11:00-12:00
12:15-13:30

［3階 講堂］
上映
［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム
［3階 講堂］
上映

14:30-16:15

［3階 講堂］

上映
トーク

タイトル

出演

プログラムF （アート部門 映像作品）
●上映後トークイベント

Louis-Jack HORTONSTEPHENS

岸野 雄一
Marcel·lí ANTÚNEZ ROCA

アート部門優秀賞『Ultraorbism』

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

17:00-18:00

［3階 研修室Ａ・B］

トーク

受賞者トーク

17:15-19:20

［3階 講堂］

上映
トーク

Gabriel HAREL
Agnès PATRON /
プログラムD （アニメーション部門 短編アニメーション）
Cerise LOPEZ
●上映後トークイベント
山村 浩二（モデレーター）

18:00-19:00

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

18:30-19:30

［3階 研修室Ａ・B］

受賞者トーク

トーク

佐藤 守弘（モデレーター）

シンポジウム

※日英逐次通訳

アート部門審査委員／視覚文化研究者／京都精華大学 ※日西逐次通訳 要事前申込
教授
アニメーション部門優秀賞『Yùl and the Snake』
アニメーション部門新人賞『Chulyen, a Crow's tale』

おしゃべり作品鑑賞～コミュニケータと巡るメディア芸術
祭～

小田部 羊一
［3階 講堂］

備考

※日仏逐次通訳
アニメーション部門審査委員／アニメーション作家／東京
藝術大学大学院教授
岸野 雄一
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』
CHUNG Waiching Bryan
アート部門大賞『50 . Shades of Grey』
※日英逐次通訳 要事前申込
中ザワ ヒデキ（モデレーター） アート部門審査委員／美術家

上村 雅之

11:00-13:00

言語

アート部門優秀賞『Gill & Gill』
アート部門審査委員／視覚文化研究者／京都精華大学
教授
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

佐藤 守弘（モデレーター）

15:00-16:00

11:00-12:00,
12:30-13:30,
［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム
14:00-15:00,
15:30-16:30

肩書等

プログラムA （アニメーション部門 短編アニメーション）
ガイドツアー
プログラムB （アニメーション部門 短編アニメーション）

功労賞シンポジウム
「テレビゲームの時代：世界へ羽ばたく日本のゲームと
アニメーション」

飯田 和敏（モデレーター）
小出 正志（モデレーター）

功労賞／ハードウエア開発者／ビデオゲーム研究者
功労賞／アニメーター／作画監督／キャラクター・デザイ
ナー
エンターテインメント部門主査／ゲーム作家／立命館大
学映像学部教授
アニメーション部門主査／アニメーション研究者／東京造
形大学教授

要事前申込

すがや みつる（モデレーター） マンガ部門主査／マンガ家／京都精華大学教授

2月6日
（土）

13:00-14:00

［3階 研修室Ａ・B］

トーク

受賞者トーク

飯村 隆彦
西村 智弘（モデレーター）
長谷川 愛

14:30-15:30

［3階 研修室Ａ・B］

トーク

受賞者トーク

業田 良家

16:00-17:00

16:30-17:30

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

［3階 研修室Ａ・B］

トーク

［2階 企画展示室2E］ トーク

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

受賞者トーク

岸野 雄一
田亀 源五郎

マンガ部門優秀賞『弟の夫』

すがや みつる（モデレーター） マンガ部門審査委員／マンガ家／京都精華大学教授

松田 洋子（モデレーター）

マンガ部門審査委員／マンガ家

宇川 直宏

エンターテインメント部門審査委員／現在美術家／京都
造形芸術大学教授／DOMMUNE主宰

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

「わたしが知ってる岸野雄一」

※「要事前申込」のイベントの申込方法および最新情報はウェブサイト（festival.j-mediaarts.jp/)にてご確認ください。
※本プログラムは1月20日現在の内容です。プログラムは都合により変更となる場合がありますので予めご了承下さい。

マンガ部門優秀賞『機械仕掛けの愛』
アート部門選考委員／メディアアーティスト／札幌大谷大
学専任講師
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

小町谷 圭（モデレーター）
15:00-16:00

功労賞／映像作家／批評家
映像／美術評論
アート部門優秀賞『（不）可能な子供、01：朝子とモリガの
場合』

要事前申込

要事前申込

要事前申込
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日程

時間
10:30-11:30

会場詳細

実施内容

［2階 企画展示室2E］ ワークショップ

11:00-12:00,
12:30-13:30,
［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム
14:00-15:00,
15:30-16:30

2月7日
（日）

2月8日
（月）

11:00-12:30

［3階 講堂］

シンポジウム

タイトル

14:30-16:00

［3階 研修室Ａ・B］

15:00-16:00

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

16:30-17:30

［2階 企画展示室2E］ トーク

「わたしが知ってる岸野雄一」

10:30-11:45

［3階 講堂］

プログラムC （アニメーション部門 短編アニメーション）

11:00-12:00

［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム

ガイドツアー

［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム

おしゃべり作品鑑賞～コミュニケータと巡るメディア芸術
祭～

［3階 講堂］
上映
［3階 講堂］
上映
［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

プログラムG （アート部門 映像作品）
プログラムH （アート部門 映像作品）
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

11:00-12:00,
12:30-13:30,
14:00-15:00,
15:30-16:30
12:10-13:15
13:45-14:40
15:00-16:00

上映
トーク

15:30-17:30

［3階 講堂］

16:30-17:30

［2階 企画展示室2E］ トーク

2月10日
（水）

備考

企画担当ディレクター／多摩美術大学教授／アーティスト
アーティスト
アーティスト

要事前申込

第12回チリ・メディアアート・ビエンナーレ・キュレーター

要事前申込

プログラムE （エンターテインメント部門 映像作品）
●上映後トークイベント
「わたしが知ってる岸野雄一」

要事前申込
要事前申込

要事前申込
対象：5才～小学生
要事前申込
対象：小学4年～中学生

ビスケットで実験！コンピュータ・サイエンス
岸野 雄一
細馬 宏通
岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』
滋賀県立大学人間文化学部教授
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』
要事前申込
対象：中学生以上

岸野 雄一
橋本 麦／ノガミ カツキ
宇川 直宏（モデレーター）
伊藤 ガビン
岸野 雄一

2月9日（火）

言語

要事前申込
対象：5才～小学生

久保田 晃弘
文化庁メディア芸術祭海外参加事業報告会
石橋 友也
「チリ・メディアアート・ビエンナーレとALMAレジデンスー 五島 一浩
地球の反対側のメディアアート文化」
エンリケ・リベラ
（※ビデオメッセージ）
未来を描いて動かそう！ビスケットでプログラミング体
験

［2階 企画展示室2E］ ワークショップ

上映

肩書等

おしゃべり作品鑑賞～コミュニケータと巡るメディア芸術
祭～

12:00-13:00

ワークショップ

出演

未来を描いて動かそう！ビスケットでプログラミング体
験

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』
エンターテインメント部門新人賞『group_inou「EYE」』
エンターテインメント部門審査委員／現在美術家／京都
造形芸術大学教授／DOMMUNE主宰
編集者／ゲームデザイナー／平成22〜24年度メディア芸
術祭エンターテインメント部門審査委員
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

休館日
10:30-11:45

［3階 講堂］

11:00-12:00

［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム

ガイドツアー

［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム

おしゃべり作品鑑賞～コミュニケータと巡るメディア芸術
祭～

［3階
［3階
［3階
［2階
［3階

プログラムF （アート部門 映像作品）
プログラムH （アート部門 映像作品）
アニメーション部門 テレビ・劇場アニメーション
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』
功労賞（飯村隆彦） 映像作品

11:00-12:00,
12:30-13:30,
14:00-15:00,
15:30-16:30
12:05-13:05
13:25-14:20
14:45-15:40
15:00-16:00
16:00-17:20
16:30-17:30

講堂］
講堂］
講堂］
企画展示室2E］
講堂］

上映

上映
上映
上映
パフォーマンス
上映

［2階 企画展示室2E］ トーク

プログラムB （アニメーション部門 短編アニメーション）

「わたしが知ってる岸野雄一」

※「要事前申込」のイベントの申込方法および最新情報はウェブサイト（festival.j-mediaarts.jp/)にてご確認ください。
※本プログラムは1月20日現在の内容です。プログラムは都合により変更となる場合がありますので予めご了承下さい。

要事前申込
対象：中学生以上

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

八谷 和彦
岸野 雄一

メディアアーティスト／東京芸術大学美術学部准教授
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』
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国立新美術館で開催されるイベント一覧

日程

時間

会場詳細

実施内容

11:00-12:00,
12:30-13:30,
［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム
14:00-15:00,
15:30-16:30

13:00-15:00

［3階 講堂］

シンポジウム

タイトル

出演

15:00-16:00

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

テーマシンポジウム
「想像力の共有地＜コモンズ＞」
【第1部】メディア芸術にとっての『祝祭』

建畠 晢

運営委員／多摩美術大学長

港 千尋

写真家／映像人類学者／多摩美術大学教授／あいちト
リエンナーレ2016芸術監督

吉見 俊哉

社会学者／東京大学大学院情報学環教授

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

岸野 雄一
みなもと 太郎
古川 タク

15:30-17:30

［3階 講堂］

シンポジウム

テーマシンポジウム
「想像力の共有地＜コモンズ＞」
【第2部】部門を超える想像力

佐伯 知紀
飯田 和敏（モデレーター）
小出 正志（モデレーター）

16:30-17:30

2月12日
（金）

［2階 企画展示室2E］ トーク

プログラムE （エンターテインメント部門 映像作品）
プログラムC （アニメーション部門 短編アニメーション）

13:45-14:50

［3階 講堂］

プログラムG （アート部門 映像作品）

15:00-16:00

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

15:20-16:25

［3階 講堂］

上映

プログラムD （アニメーション部門 短編アニメーション）

16:50-17:45

［3階 講堂］

上映

プログラムH （アート部門 映像作品）

17:00-18:00

［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム

ガイドツアー

18:00-19:00

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

18:00-19:30

［3階 研修室Ａ・B］

アート部門受賞作品紹介レクチャー

18:10-19:30

［3階 講堂］

トーク

上映

備考

要事前申込

加治屋 健司（京都市立芸術大学 芸術資源研究センター
准教授）
エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』
平成22〜24年度文化庁メディア芸術祭マンガ部門審査
委員／マンガ家／マンガ研究家
運営委員／アニメーション作家
映画・メディア芸術研究者／前文化庁主任芸術文化調査
官
エンターテインメント部門審査委員／ゲーム作家／立命
館大学映像学部教授
アニメーション部門主査／アニメーション研究者／東京造
形大学教授

常盤 響

写真家／デザイナー

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

要事前申込

「わたしが知ってる岸野雄一」

10:30-11:45 ［3階 講堂］
上映
12:05-13:20 ［3階 講堂］
上映
12:30-13:30,
14:00-15:00,
［2階 企画展示室2E］ 鑑賞プログラム
15:30-16:30,
18:00-19:00
上映

言語

おしゃべり作品鑑賞～コミュニケータと巡るメディア芸術
祭～

加治屋 健司（モデレーター）
2月11日
（木・祝）

肩書等

おしゃべり作品鑑賞～コミュニケータと巡るメディア芸術
祭～

要事前申込
対象：中学生以上

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

藤本 由紀夫

アート部門審査委員／アーティスト

林 洋子

文化庁文化部芸術文化課 芸術文化調査官

要事前申込

プログラムA （アニメーション部門 短編アニメーション）

※「要事前申込」のイベントの申込方法および最新情報はウェブサイト（festival.j-mediaarts.jp/)にてご確認ください。
※本プログラムは1月20日現在の内容です。プログラムは都合により変更となる場合がありますので予めご了承下さい。

文化庁メディア芸術祭事務局

2016/1/20

第19回文化庁メディア芸術祭 受賞作品展
国立新美術館で開催されるイベント一覧

日程

時間
11:00-11:30

12:30-14:00

会場詳細

実施内容

［2階 企画展示室2E］ デモンストレーション

［3階 研修室Ａ・B］

トーク

タイトル
アート部門新人賞『算道』

出演

肩書等

山本 一彰

アート部門新人賞『算道』

ネルノダイスキ

マンガ部門新人賞『エソラゴト』

おくやま ゆか

マンガ部門新人賞『たましい いっぱい』

言語

備考

要事前申込

受賞者トーク
すがや みつる（モデレーター） マンガ部門審査委員／マンガ家／京都精華大学教授

2月13日
（土）

14:00-14:30

［2階 企画展示室2E］ デモンストレーション

アート部門新人賞『算道』

14:30-15:30

［3階 研修室Ａ・B］

受賞者トーク

15:00-16:00

16:00-17:00

16:30-17:30

トーク

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

［3階 研修室Ａ・B］

トーク

［2階 企画展示室2E］ トーク

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

古永 真一（モデレーター）

マンガ部門審査委員／文学者／首都大学東京准教授

山本 一彰

アート部門新人賞『算道』

清水 勲

功労賞／漫画・諷刺画研究家

古永 真一（モデレーター）

マンガ部門審査委員／文学者／首都大学東京准教授

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

コマツ シンヤ

マンガ部門審査委員会推薦作品『つるまき町夏時間』

犬木 加奈子（モデレーター）

マンガ部門審査委員／マンガ家

門倉 紫麻（モデレーター）

マンガ部門審査委員／マンガライター

松田 洋子（モデレーター）

マンガ部門審査委員／マンガ家

西島 大介

漫画家／音楽家

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

要事前申込

要事前申込

マンガ部門 審査委員トーク

「わたしが知ってる岸野雄一」

11:00-11:30

［2階 企画展示室2E］ デモンストレーション

アート部門新人賞『算道』

山本 一彰

アート部門新人賞『算道』

14:00-14:30

［2階 企画展示室2E］ デモンストレーション

アート部門新人賞『算道』

山本 一彰

アート部門新人賞『算道』

15:00-16:00

［2階 企画展示室2E］ パフォーマンス

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

松本 弦人

グラフィックデザイナー

16:30-17:30

［2階 企画展示室2E］ トーク

「わたしが知ってる岸野雄一」
岸野 雄一

エンターテインメント部門大賞『正しい数の数え方』

新井 陽次郎

アニメーション部門新人賞『台風のノルダ』

髙橋 良輔（モデレーター）

アニメーション部門審査委員／アニメーション監督

2月14日（日）

16:30-17:30

［3階 講堂］

上映
トーク

アニメーション部門新人賞『台風のノルダ』
●上映後トークイベント

※「要事前申込」のイベントの申込方法および最新情報はウェブサイト（festival.j-mediaarts.jp/)にてご確認ください。
※本プログラムは1月20日現在の内容です。プログラムは都合により変更となる場合がありますので予めご了承下さい。

文化庁メディア芸術祭事務局

