
［主催］総務省沖縄総合通信事務所、沖縄情報通信懇談会

［協賛］宜野座村、西日本電信電話株式会社沖縄支店、沖縄電力株式会社、大宜味村シークヮーサー産地振興協議会、

大宜味村観光協会、沖縄セルラー電話株式会社、フォーモストブルーシール株式会社、

大塚食品株式会社福岡支店、日本トランスオーシャン航空株式会社、一般社団法人頑張る地域支援し隊 （順不同）

［後援］ 沖縄県、沖縄県教育委員会、公立大学法人名桜大学（地域連携機構）、北部広域市町村圏事務組合、

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、NHK沖縄放送局、琉球放送株式会社、沖縄テレビ放送株式会社、

琉球朝日放送株式会社、沖縄ケーブルネットワーク株式会社、株式会社琉球新報社、株式会社沖縄タイムス社 （順不同）

［お問い合わせ］総務省 沖縄総合通信事務所 情報通信課 TEL：098-865-2304 E-mail: okinawa-sinko@ml.soumu.go.jp

令和4年１２月９日（金）
１３：３０-17:00

web開催
(13:２０より入室可能）



【プログラム】

13:30 開会 主催者あいさつ 総務省沖縄総合通信事務所長 三木 啓嗣

13:35  ノミネート作品上映【４９作品】

超短編部門 15作品 短編部門 １7作品 ＣＭ部門 １7作品

14:40 セミナー

◎講師：ユニティー・テクノロジーズ・ジャパン

テクニカルディレクター アニメ／フィルム 林 和哉 氏

◎テーマ：『リアルタイムCGによるストーリーテリングの実際

～アニメ・特撮の現場から～』

15:40  授賞作品発表・授賞式

最優秀賞、優秀賞、特別賞、ティーン賞及び企業賞

17:00  閉会

※進行状況によっては時刻が前後する場合がございます。



【セミナー】

林 和哉 氏

所属：ユニティー・テクノロジーズ・ジャパン
テクニカルディレクター アニメ／フィルム

【略歴】
映像制作の入口から出口までのオールポジションを守備範囲に
プロデューサー／ディレクサーとして活動。最新技術が好物で、高じて
ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンにテクニカルディレクターとして所属。
現在はユニティの映像分野での活用の伝導に励んでいる。



No 作品タイトル 制作者 所属団体

1 沖縄の素敵な場所 上原 鳳世、安次富 柚稀 国際電子ビジネス専門学校

2 那覇県猫市 岸本 優輝 国際電子ビジネス専門学校

3 飛び込んだら海 新城 若菜 総合学園ヒューマンアカデミー那覇校

4 ミルク神の願い 石原 優羽 沖縄県立浦添工業高等学校

5 守ろう美ら海 渡慶次 礼央奈 沖縄県立浦添商業高等学校

6 扇風機 秋重 優里 沖縄県立那覇商業高等学校

7 復興を願って 新垣 まゆ 沖縄県立那覇商業高等学校

8 ウェルカム沖縄 仲西 李羽 沖縄県立那覇商業高等学校

9 Clay play 野原 ひなた 沖縄県立芸術大学

10 ポイ捨てダメ絶対 桃原 円風 沖縄県立美来工科高等学校

11 自然が溢れる名護市 崎山 寿恵 沖縄県立名護商工高等学校

12 ニャ護市の自然 上江洲 紗季 沖縄県立名護商工高等学校

13 こがちゅらさん 竹内 雪月 沖縄県立名護商工高等学校

14 北谷へ行ってきた 宮里 樹璃杏、與那嶺 あいり 沖縄県立中部商業高等学校

15 まぶたの裏 津波古 麻衣、渡名喜 萌香 沖縄県立中部商業高等学校



No 作品タイトル 制作者 所属団体

1 燃やし続ける魂 仲宗根 舞紀 一般

2 琉球ガラス職人たちが繋ぐ神秘の輝き 池田 龍瀬、大田 航平、山城 涼 沖縄県立具志川高等学校

3 ネタがない！ 玉城 翼 国立沖縄工業高等専門学校

4 衝動買い 新垣 善也 国立沖縄工業高等専門学校

5 手元になくても 上原 錬 国立沖縄工業高等専門学校

6 かがみのせかい 平安 新樹 国立沖縄工業高等専門学校

7 おもいでの夏 仲地 涼 沖縄県立芸術大学

8 沖縄×未来 奥平 充、安次富 柚稀、上原 鳳世 国際電子ビジネス専門学校

9 石垣島の伝統 仲新城 春菜、新屋 亜美、古堅 愛菜 国際電子ビジネス専門学校

10 ハロウィーンの準備 照屋 心優 総合学園ヒューマンアカデミー那覇校

11 ごちそうさまでした 田仲 ひかる 総合学園ヒューマンアカデミー那覇校

12 chimera of music 金子 宝豊 沖縄県立那覇商業高等学校

13 Back To The 1979
友利 愛音、宮里 佳子、赤嶺 幸則、
大嶺 杜和、新垣 陸、花城 ゆりあ、
上原 銀志、山城 朱莉

沖縄ラフ＆ピース専門学校

14 食べよう！朝ごはんマン 長堂 聖己 専修学校インターナショナルデザインアカデミー

15 花ゾン(ハナゾン) 国吉 流空 専修学校インターナショナルデザインアカデミー

16 風海(フウケイ)
天久 沙織、喜友名 妃乃、
ジョーダン 琉月、下地 天南、
米須 結愛

沖縄県立中部商業高等学校

17 五人のありふれた友人たちと 武島 千里 沖縄県立中部商業高等学校



No 作品タイトル 制作者 所属団体

1 友と食べるアイスが好きだ 島袋 舞優、ピカード奏レベッカ、安里 七海 沖縄国際大学

2 がんばるとき IPutu Keris Okta Pianto サイ・テク・カレッジ那覇

3 通話の方法だって変わる 伊禮 綾香 国際電子ビジネス専門学校

4 いつまでも、沖縄とともに。 奥平 充、安次富 柚稀 国際電子ビジネス専門学校

5 マイサイズ腹ペコ編 上江洲 亜美、比嘉 夏月、大場 琉之介 国際電子ビジネス専門学校

6 一生の青春 長谷川 ノア、宮城 理音 国際電子ビジネス専門学校

7 会いたい人に、会いに行く 江 玲 国際電子ビジネス専門学校

8 食べて、体づくり
金城 恵介、大底 来可、當山 健、譜久里 健吾、
桑江 立生

国際電子ビジネス専門学校

9 夢まで届けるアイスクリーム 城間 優夏 国際電子ビジネス専門学校

10 おいしいSmile 井上 メイリ 国際電子ビジネス専門学校

11 アイスの新商品紹介 津波 彩音、國吉 凜 沖縄県立浦添商業高等学校

12 ブルーシールに行こう！ 宮城 咲良 沖縄県立那覇商業高等学校

13 アイスマイル
伊禮 龍介、石川 拓翔、屋嘉比 海、
イデワゲデ パラマルタ、佐武 南海輝、玉寄 翔平、
上村 茉希、前田 七海、山城 朱莉

沖縄ラフ＆ピース専門学校

14 どこに行っても大宜味村。
谷島 隼人、金城 存人、國場 莉夢、黄 詩文、
喜友名 光、野原 大雅、野澤 章那

沖縄ラフ＆ピース専門学校

15 幸せをつくる 黄 詩文 沖縄ラフ＆ピース専門学校

16 女子会にはブルーシール
國場 莉夢、仲松 実咲、黄 詩文、具志堅 由咲、
稀屋部 美空

沖縄ラフ＆ピース専門学校

17 食事は計算できる！
城間 太吾、谷島 隼人、金城 存人、照屋 瑠基、
仲村渠 常翔

沖縄ラフ＆ピース専門学校
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