
令和 3 年 9 月 7 日 

第 24 回文化庁メディア芸術祭受賞作品展の開催について 
 

 

 

 

 

１．文化庁メディア芸術祭概要 

文化庁では，メディア芸術の創造とその発展を図るため，アート，エンターテインメント，ア

ニメーション，マンガの 4 部門において優れた作品を顕彰するとともに，受賞作品の鑑賞機会を

提供する「文化庁メディア芸術祭」を平成 9 年度（1997 年度）より開催しています。 

第 24 回は，世界 103 の国と地域から応募された 3,693 作品の中から，各部門において，大賞，

優秀賞，ソーシャル・インパクト賞，新人賞，Ｕ-18 賞を選定し，あわせて，功労賞としてメディ

ア芸術分野に貢献のあった方々を，本年 3 月に発表しました。また，展示施設の特性を活かした

作品を募集する「フェスティバル・プラットフォーム賞」も 2 年目となり，世界 34 の国と地域か

ら応募された 114 作品の中から受賞作品を選定しております。本作品展にて，これら受賞作品の

展示・上映と，功労賞受賞者の功績を紹介する展示を実施いたします。 

 

２．第 24 回文化庁メディア芸術祭受賞作品展 

会期：令和 3 年 9 月 23 日（木・祝）～10 月 3 日（日）10：00～17:00 ※火曜休館 

会場：日本科学未来館（東京都江東区青海 2 丁目 3-6） 

サテライト会場：CHINEMA Chupuki TABATA，パナソニックセンター東京，スパイラルホール， 

池袋 HUMAX シネマズ，分身ロボットカフェ DAWN ver.β 

入場料：無料（事前予約制） 

 

３．受賞作品展 イベント詳細について 

期間中は，受賞作品の展示・上映のほか，ワークショップを実施いたします。なお，受賞者や

審査委員等によるトークセッション等の映像コンテンツを期間限定でスペシャルウェブサイト

（https://www.online24th.j-mediaarts.jp）にて配信いたします。スペシャルウェブサイトは   

9 月 17 日（金）公開予定です。 

 

＜来場予約＞ 

ウェブサイトより事前来場予約が必要です。 

https://j-mediaarts.jp/festival/ 

 

※受賞作品展への入場は 9 月 7 日（火）15：00 予約開始 

※関連イベント（パフォーマンス、上映、ワークショップ）は 9 月 11 日（土）10：00 予約開始 

 

＜お問い合わせ＞ 

御不明な点等は，第 24 回文化庁メディア芸術祭作品展 PR 事務局まで御連絡ください。 

第 24 回文化庁メディア芸術祭 PR 事務局 株式会社ハウ 

TEL：03-5414-6405／E-MAIL：jmaf_pr@how-pr.co.jp  

＜担当＞ 文化庁参事官（芸術文化担当）付 メディア芸術発信係 
  文化戦略官      林 保太    （内線 2858） 
  参事官補佐      堀内  威志  （内線 2062） 
  メディア芸術発信係長 吉光 紗綾子 （内線 2895）  
  電話：03－5253－4111（代表）

文化庁では，平成 9年度より文化庁メディア芸術祭を実施し，優れたメディア芸術作
品を顕彰しております。この度，第 24 回文化庁メディア芸術祭の受賞作品を展示･上映
する受賞作品展を開催いたしますので，お知らせいたします。



第24回
文化庁メディア芸術祭
受賞一覧

賞 作品名  作品形態 作者名［国籍］ 
アート部門 大賞 縛られたプロメテウス  メディアパフォーマンス 小泉 明郎［日本］

優秀賞 Acqua Alta - Crossing the mirror
インタラクティブアート、デジタルアート Adrien M & Claire B［フランス］

Bricolage  メディアインスタレーション Nathan THOMPSON / Guy BEN-ARY / 
Sebastian DIECKE［オーストラリア］

Sea, See, She - まだ見ぬ君へ
メディアインスタレーション See by Your Ears（代表：evala）［日本］

TH-42PH10EK x 5  メディアインスタレーション Stefan TIEFENGRABER［オーストリア］
ソーシャル・
インパクト賞 Google Maps Hacks  メディアパフォーマンス Simon WECKERT［ドイツ］

新人賞 灯すための装置  映像インスタレーション 小林 颯［日本］
Ether - liquid mirror
インタラクティブアート、サウンドインスタレーション Kaito SAKUMA［日本］

VOX-AUTOPOIESIS V -Mutual-
メディアパフォーマンス 小宮 知久［日本］

エンター
テインメント
部門

大賞 ⾳楽  映像作品 岩井澤 健治［日本］
優秀賞 劇団ノーミーツ  パフォーマンス 劇団ノーミーツ（代表：広屋 佑規）［日本］

諸行無常  VRアニメーション

Jonathan HAGARD / Nova Dewi SETIABUDI /
Andreas HARTMANN / Dewi HAGARD / 
KIDA Kaori / Paul BOUCHARD
［フランス／インドネシア／ドイツ／日本］

らくがきAR  アプリケーション 『らくがきAR』制作チーム（代表：宗 佳広）［日本］

0107 - b moll  映像作品 近藤 寛史［日本］
ソーシャル・
インパクト賞 分⾝ロボットカフェ DAWN ver.β  プロダクト 『分⾝ロボットカフェ DAWN ver.β』制作チーム

（代表：吉藤 健太朗）［日本］
新人賞 アンリアルライフ  ゲーム 芳賀 直斗［日本］

ウムランギ・ジェネレーション  ゲーム Naphtali FAULKNER［ニュージーランド］

Canaria  ミュージックビデオ、VRアニメーション 油原 和記［日本］
U-18賞 Flight Fit VR  アプリケーション、VRゲーム 森谷 安寿［日本］

アニメーション
部門

大賞 映像研には⼿を出すな！  テレビアニメーション 湯浅 政明［日本］
優秀賞 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン  劇場アニメーション 石立 太一［日本］

泣きたい私は猫をかぶる  劇場アニメーション 佐藤 順一／柴山 智隆［日本］
マロナの幻想的な物語り  劇場アニメーション アンカ・ダミアン［ルーマニア］
Grey to Green  ミュージックビデオ Marcos SÁNCHEZ［チリ］

ソーシャル・
インパクト賞 ハゼ馳せる果てるまで  ミュージックビデオ Waboku［日本］

新人賞 海辺の男  短編アニメーション 森重 光／小笹 大介［日本］
かたのあと  短編アニメーション ふるかわはら ももか［日本］
À la mer poussière  短編アニメーション Héloïse FERLAY［フランス］

マンガ部門 大賞 3⽉のライオン 羽海野 チカ［日本］
優秀賞 イノサン Rouge ルージュ 坂本 眞一［日本］

かしこくて勇気ある⼦ども 山本 美希［日本］
ひとりでしにたい カレー沢 薫［日本］
塀の中の美容室 小日向 まるこ／原作：桜井 美奈［日本］

ソーシャル・
インパクト賞 ゴールデンカムイ 野田 サトル［日本］

新人賞 スインギンドラゴンタイガーブギ 灰田 高鴻［日本］
空⾶ぶくじら スズキスズヒロ作品集 スズキ スズヒロ［日本］
マイ・ブロークン・マリコ 平庫 ワカ［日本］

フェスティバル・
プラットフォーム賞

ジオ・コスモス 
カテゴリー ちぎる  映像作品 秋山 智哉［日本］

ドームシアター 
カテゴリー Lʼalter-Monde  オーディオビジュアル作品 Sandrine DEUMIER / Myriam BLEAU

［フランス／カナダ］

功労賞 草原 真知⼦ メディアアート・映像文化史研究者／キュレーター

坂田 文彦 ガタケット事務局代表

さくま あきら ゲームクリエイター

野沢 雅⼦ 声優


