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『つみきのいえ』が米国アカデミー賞にノミネート。 

~ロボット所属の作家が仏アヌシー映画祭に続き世界で評価~ 

 

 

株式会社ロボット（本社：東京都渋谷区 社長：阿部秀司）が製作したアニメーション映画『つ

みきのいえ』（監督：加藤久仁生）が、米国アカデミー賞の短編アニメーション部門にノミネートさ

れました。日本人によるアカデミー賞短編アニメーション部門ノミネートは 2003 年の山村浩二監督

による『頭山』以来 2 人目の快挙です。 

監督の加藤久仁生は 1977 年生まれの 31 歳。ロボット キャラクター・アニメーション部アニメー

ションスタジオケージに所属し、同じくロボット所属の脚本家 平田研也のシナリオをもとに同作品

を仕上げました。 

同作品は、昨年 6 月のアヌシー国際アニメーション映画祭 2008 でアヌシー・クリスタル賞（最高

賞）と こども審査員賞をダブル受賞。その他、第 12 回広島国際アニメーションフェスティバル ヒ

ロシマ賞＆観客賞、第 12 回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門 大賞 等 既に国内外 12 の

映画祭で 19 の賞を受賞しています。 

2003 年の宮崎駿監督作品『千と千尋の神隠し』（長編アニメーション部門）以来の日本人による米

国アカデミー賞の受賞が成るか、期待がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【つみきのいえ】 

 

  監督・アニメーション 加藤久仁生 

  脚本 平田研也 

  プロデューサー 日下部雅謹、秦祐子 

  上映時間 12 分 4 秒 

 

 

 ＜あらすじ＞ 

まるで「積み木」のような家。  

海面が、どんどん上がってくるので、  

家を上へ上へと「建て増し」続けてきました。  

そんな家に住んでいるおじいさんの、家族との思い出の物語。 

 

 

 ＜受賞歴＞                    (2009 年 1 月 23 日現在) 

・ ANIMABASAURI International Animated Film Festival（スペイン）2008.5.7-13 

Best Short Film in Karratu Section 受賞 

・ アヌシー国際アニメーション映画祭 2008（フランス）2008.6.9-14 

アヌシー・クリスタル賞（最高賞） 受賞 

ジュニア審査員賞 受賞 

・ Message To Man International Documentary,Short and Animated Films Festival（ロシア）2008.6.15-22 

The Best Animation Film 受賞 

・ Anima Mundi International Animation Festival of Brazil（ブラジル）2008.7.11-20,27 

The Best Script 受賞 

・ 第 12 回 広島国際アニメーションフェスティバル 2008.8.7-11 

ヒロシマ賞 受賞  

観客賞 受賞 

・ 第 12 回 LA SHORT FEST（アメリカ）2008.8.15-21 

Best Animation 受賞 

・ Concorto 2008（イタリア）2008.8.27-31 

Winner of Golden Donkey 2008 受賞 

Best Animation 受賞  

 

 



・ ANIMANIMA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL（セルビア）2008.9.10-13 

Golden peg bar 受賞  

Special Distinction of the Jury for the Best Directing 受賞  

・ Milano Film Festival 2008（イタリア）2008.9.12-21 

Focus on Animation Award 受賞  

・ CINANIMA 2008 32th International Animated Festival of Espinho (ポルトガル) 2008.11.10-15 

Grand Prize Cinanima 2008 受賞 

Prize Rtp2 受賞 

Prize Alves Costa 受賞  

・ 第 8 回 飛騨国際メルヘンアニメ映像祭（第 7 回メルヘンアニメコンテスト）2008.11.30-12.13 

最優秀作品賞 受賞  

子どもメルヘン賞 受賞 

 

・ 第 12 回 文化庁メディア芸術祭  

アニメーション部門 大賞 受賞  

 

 

 ＜ＤＶＤ＞ 

 

   ＤＶＤ『pieces of love Vol.1 つみきのいえ』 

     発売元：ロボット 

販売元：東宝    

価格：1,995 円（税込）  

 

 

 

 ＜絵本＞ 

 

 絵本『つみきのいえ』 

    （本作品は、絵本用に、新たにリメイク・描き下ろししたものです） 

絵：加藤久仁生 

文：平田研也 

出版社：白泉社 

価格：1,470 円（税込） 

 

 

 



【加藤久仁生】 

1977 年生まれ。鹿児島市出身。多摩美術大学在学中からアニメーションの自主制作を始める。同大学卒業後、

2001 年に㈱ロボットに入社。現在、同社キャラクター・アニメーション部アニメーションスタジオケージに、

所属し、ＷＥＢ、ＴＶＣＭ、番組など、様々なアニメーションを手がけている。主な作品に『或る旅人の日記』

『つみきのいえ』などがある。 

 

 

＜主な作品＞ 

2001 年 

・自主作品『Ｔｈｅ Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃｉｄｅｎｔ』 

・監督・アニメーション 

 2003 年 

  ・ＷＥＢアニメーション『或る旅人の日記』（ shockwave.com ） 

 ・http://www.jp.shockwave.com/animations/drama/tabibito/ 

・監督・アニメーション 

・ＷＥＢアニメーション『ＦＡＮＴＡＳＹ』（ My Little Lover 公式サイト ） 

・監督・アニメーション 

 2004 年 

  ・ＭＴＶ スポットＣＭ『花の音』 

・監督・アニメーション 

 2005 年 

  ・ＮＨＫ みんなのうた『セルの恋』（ 歌・中川晃教 ） 

・監督・アニメーション 

  ・ＷＥＢアニメーション『Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ Ｌａｂｅｌ』（ KIRIN 淡麗グリーンラベル サイト） 

・監督・アニメーション 

2006 年 

  ・短編アニメーション『Ｒ』（ au 携帯配信ショートムービー ） 

・監督・アニメーション 

2008 年 

  ・ＷＥＢ『リトル・パティシエ』（ ハーゲンダッツ・ドルチェ サイト ） 

 ・http://www.haagen-dazs.co.jp/dolce/ 

・キャラクターデザイン 

 ・短編アニメーション『つみきのいえ』 

・監督・アニメーション 

 



 ・絵本『つみきのいえ』 

・イラストレーション 

 ・ＴＶＣＭ『アルバムしあわせになれるうた』（ Sony music ） 

・アニメーション 

 

 

＜主な受賞歴＞ 

『Ｔｈｅ Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃｉｄｅｎｔ』 

・ ラピュタアニメーションフェスティバル 2001 

最優秀賞 受賞 

  『或る旅人の日記』 

・ ラピュタアニメーションフェスティバル 2003 

最優秀賞 受賞 

・ 飛騨国際メルヘンアニメ映像祭 2004 第 2 回メルヘンアニメコンテスト 

最優秀作品賞 受賞 

・ アヌシー国際アニメーション映画祭 2004 

短編映画部門 入選 

  『ＦＡＮＴＡＳＹ』 

・ オタワ国際アニメーション映画祭 2004 

入選 

・ ＳＩＣＡＦ（ソウル国際アニメーションフェスティバル）2004 

入選 

  『Ｒ』 

・ オタワ国際アニメーション映画祭 2006  

入選 

・ 第 10 回 文化庁メディア芸術祭 

短篇アニメーション部門 審査委員会推薦 

『つみきのいえ』 

   【つみきのいえ】参照 

 

 

 

 

 

 



【株式会社ロボット】 

１９８６年設立。テレビコマーシャル、劇場用映画、アニメーション、ＣＧ、モバイルコンテンツなど、あら

ゆる分野の映像コンテンツの企画制作から、キャラクター開発、グラフィックデザインやウエブサイトの制

作・運営などを幅広く手がける映像制作プロダクション。代表作として、映画『ＡＬＷＡＹＳ三丁目の夕日』

シリーズがある。 

公式サイト：http://www.robot.co.jp 

 

 

【ロボット キャラクター・アニメーション部アニメーションスタジオケージ】 

「ストレイシープ」などで知られる野村辰寿が設立。野村を含め、加藤久仁生、稲葉卓也、坂井治の４人のア

ニメーション作家と２名のＣＧクリエーターで構成され、様々なアニメーションやＣＧ作品を手がけている。 

オリジナル作品の企画制作だけでなく、キャラクター開発やＣＭやＷＥＢなどの広告用アニメーション制作な

ど幅広く活動している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記事のご掲載は、著作権の関係上、事前にご連絡戴きますようお願い申し上げます。 

 

 

※ このリリースと広報に関するお問い合わせ、加藤久仁生への取材は下記まで。 

 

     株式会社ロボット 経営企画室 

     境 治・五郎丸 弘二    TEL：03-3760-1064 

                      MAIL：press@robot.co.jp 


