2020 年 7 月 3 日

株式会社セルシス

全世界の学生を対象とした「国際コミック・マンガスクールコンテスト 2020」
69 の国・地域の 825 校の参加登録校の中から受賞作品を決定
セルシス主催の全世界の学生を対象としたマンガコンテスト「国際コミック・マンガスクールコンテスト 2020」の受賞作品が
決定いたしました。本コンテストには、69 の国・地域の 825 校の学校から参加登録校があり、750 を超えるマンガ・イラスト作
品からグランプリ、各部門賞を決定いたしました。

国際コミック・マンガスクールコンテスト 2020 受賞作品一覧
https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/ja/

本コンテストは「約束」を共通のテーマとして、コミック、マンガ、Webtoon、バンド・デシネ、イラストおよび課題のネームを元
に作画を行う作画部門の全 6 部門で、本年 1 月より作品を募集いたしました。コミック関連で 5 部門に分かれており、セリ
フの言語も自由なため、多様な文化から生まれたさまざまなジャンルの個性豊かな作品が集まりました。
また、プロを目指す学生を対象としたコンテストのため、審査員、協賛各社の皆さまより受賞作品に対して具体的かつ詳し
いアドバイスをいただき、受賞者はもちろん作品とアドバイスを読んだ方のスキルアップにもつながるコンテンツとして、順次
コンテストサイトで公開いたします。
審査員で DC コミックの作家である Javier Fernández 氏は今回のコンテストについて、以下のようにコメントしています。
「応募作品のレベルの高さには大変驚かされました。難しいテーマだったと思いますが、それぞれの作者がここまでテーマ
を広げられたのは素晴らしいです。私も学びが多く、とても難しいテーマから金塊が生まれるのを見ているようでした。」
セルシスでは、今後も本コンテストを継続して開催し、世界のマンガメディアと才能ある学生との良き出会いをサポートでき
るような場に育ててまいります。

受賞作品

総合グランプリ
作品名：Our Grand Station

審査員講評：

ペンネーム：Caoqian

熱の入った描き込みから生まれる、独特の作品世界が魅

学校名：The School of the Art Institute of Chicago

力的です。擬人化した動物たちを登場人物とすることで、

（United States of America）

画面的にもストーリー的にも重さと軽さのバランスがうまく

作品 URL：https://share.clip-studio.com/ja-

取れていると思います。また、人間ではないキャラクターの

jp/contents/c4c5829a-7b93-49fe-a538-

感情・表情もよく描けていますし、一枚の絵としても心惹か

0f2c06712441?at=1587876008

れるコマがあったりと、多才さを感じました。
集英社 平塚 修一

コミック部門 部門賞

マンガ部門 部門賞

作品名：Eda & Roach

作品名：原諒 Forgiveness

ペンネーム：Madita Schwenke

ペンネーム：小河少年

学校名：University of applied science Hamburg

学校名：朝陽科技大學（Taiwan）

（Germany）

作品 URL：https://share.clip-

作品 URL：https://share.clip-

studio.com/q/contents/view?code=efabec82-5f5c-

studio.com/q/contents/view?code=3116ec3c-bc74-

426e-93ac-390c319220e8&at=1593588191

4494-bd9b-a9c55155e9aa&at=1593593228
講評：
重いテーマだが、現代の大きなテーマの一つでもある。ごく
審査員講評：

自然に感情表現がされていて、主人公のモノローグだけで

この世界に入り込みたいと思うきれいな画だと思います。

進行しているのに、それを感じさせない自然さがある。完
成度が高い。

株式会社コルク 代表取締役
佐渡島 庸平

マンガ家 / 一般社団法人 マンガジャパン 代表理事 /
公益社団法人日本漫画家協会 理事長 里中満智子
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Webtoon 部門 部門賞

バンド・デシネ部門 部門賞

作品名：Charlotte

作品名：MIDSUMMER TRAVELER

ペンネーム：cloud7

ペンネーム：Echo

学校名：Leland High School（United States of America）

学校名：武汉纺织大学 （China）

作品 URL：https://share.clip-studio.com/jajp/contents/c2147db6-3f3a-4504-b12f-

作品 URL：https://share.clip-studio.com/ja-

7e11ceb62ee0?at=1587409686

jp/contents/view?code=f1a8722e-3e2a-443d-82cf9fcacd01296e&at=1593592594

審査員講評：
これは感慨深いです。大きな物語性がある作品であること
は別として、私はサイレントコミックが好きなのですが、そ

講評：

れは明確なアイデアやコンセプトを伝えるためです。この作

画力、雰囲気、短い中での話の展開、どれをとってもよか

品は間違いなくその好例です。言葉がなくても読者をさらっ

ったです。一つ一つのコマが絵になっていて、そこから別な

て、予想外の展開を見せる。この作品を読んで私は本当

物語が膨らんでいくようでした。

に感動しました。
特別協賛 集英社
Dc comic artist
Javier Fernández

作画部門 グランプリ

イラスト部門 グランプリ

作品名：Youth Promise

ペンネーム：あろえ

ペンネーム：SHeyll

学校名：日本工学院専門学校（日本）

学校名：Human Academy Europe （France）
作品 URL：https://share.clip-studio.com/ja-

講評：

jp/contents/b7d42164-2e7a-4080-82bf-

永遠のつながりをうまく絵に落とし込んでいる。

35e039c0798d?at=1587957609
ネーム提供：東京ネームタンク

特別協賛 Wacom

講評：
キャラクターの表情がよく描けており、心の動きが読み取り
やすい。コマ運びもテンポがよく軽快。
特別協賛 KADOKAWA
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国際コミック・マンガスクールコンテスト 2020 開催概要
▼募集作品
・オリジナルコミック部門（カラー）
・オリジナルマンガ部門（モノクロ）
・オリジナルバンド・デシネ部門（カラー）
・オリジナル Webtoon 部門（カラー）
・作画部門（カラーまたはモノクロ）
・イラスト部門
▼作品テーマ
「約束」（全部門共通）
▼賞・賞金
●コミック / マンガ / バンド・デシネ / Webtoon 各部門
・総合グランプリ 1 名
賞金 3,300 USD （360,000 円）
Wacom Cintiq 16
CLIP STUDIO PAINT EX*
・部門賞 各 1 名
賞金 2,200 USD （240,000 円）
Wacom Cintiq 16
CLIP STUDIO PAINT EX*
・入賞 各 3〜5 名
CLIP STUDIO PAINT EX*
●作画部門
・グランプリ 1 名
賞金 2,200 USD （240,000 円）
Wacom Cintiq 16
CLIP STUDIO PAINT EX*
・入賞 各 3〜5 名
CLIP STUDIO PAINT EX*

●イラスト部門
・グランプリ 1 名
賞金 550 USD （60,000 円）
Wacom Cintiq 16
CLIP STUDIO PAINT PRO*

・入賞 各 3〜5 名
CLIP STUDIO PAINT PRO*

*CLIP STUDIO PAINT をすでにお持ちの場合は、様々な素材をダウンロードできるサービス「CLIP STUDIO ASSETS」
（https://assets.clip-studio.com/ja-jp/）で利用可能なポイントを進呈いたします。
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▼特別協賛

集英社
https://www.shueisha.co.jp/
集英社は、マンガ～ファッション誌～文芸書などを発行している日本の総合出版社です。『週刊少年ジャンプ』『週刊ヤン
グジャンプ』『りぼん』『マーガレット』『別冊マーガレット』などのマンガ誌を発行。『ONEPIECE』など世界的なヒットコミック
スを出版しています。
KADOKAWA
https://comic-walker.com/
KADOKAWA は書籍出版に始まり、映画、アニメなど幅広い事業を手掛ける総合エンターテインメント企業です。コミック
ウォーカーは KADOKAWA の人気マンガが集結した無料コミックサイト。最新のメディアミックス作品から人気の異世界コ
ミックまで、2,400 作品以上を無料で掲載しています。
ワコム
http://www.wacom.com/
最もエキサイティングなデジタルアート、映画、特殊効果、ファッション、デザインの創作に世界中で使用されているクリエ
イティブ向けペンタブレットと液晶ペンタブレットのパイオニア。
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▼協賛

株式会社アムタス

株式会社 BookLive

https://www.amutus.co.jp/

https://booklive.jp/

国内最大級の電子書籍サイトめちゃコミックでは、制作パート

「BookLive!」はマンガ、小説、ラノベ、雑誌など、約 90 万冊を

ナーと共に、オリジナルコミックブランド「アムコミ」の企画制作

取り揃える総合電子書籍ストアです。 会員登録なしで無料で

および販売を行なっています。アムコミの作品は、めちゃコミッ

読める作品は、常時 1 万冊以上！まずはお好きな無料マン

クをはじめとする国内と海外の電子書籍サイトで配信されてい

ガで、使いやすさを体験ください。

ます。
ソルマーレ編集部

株式会社マッグガーデン

（NTT ソルマーレ株式会社）

http://www.mag-garden.co.jp/

http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/
月刊誌「月刊コミックガーデン」を刊行、コミック配信サイト
日本最大級の電子書籍ストア「コミックシーモア」を運営する

「MAGCOMI」を運営する出版社。グループ企業にアニメーショ

NTT ソルマーレ。 そのストアが運営する電子コミック専門の

ン制作会社であるプロダクション I.G、WIT STUDIO 他があり、

編集部が「ソルマーレ編集部」です。 国内外の読者ニーズに

連載作品のアニメ化など相互に企画協力しています。

応えるオリジナルコミックを創出中。
Glenat

Ko-fi

https://www.glenat.com/

https://ko-fi.com/

ジャック・グレナによって 1969 年に設立されたグレナは、バン

Ko-fi は好きなアーティストを直接応援できる投げ銭サービ

ド・デシネ、マンガ、アメコミ、高級書籍（海、山、美食、文化遺

ス。ページを作成してウェブ上ですぐに共有、コーヒー一杯分

産、子供・若者向け）を専門とするフランスの出版社です。フラ

の「Ko-fi」をファンから受け取れます！支払いを受け取るため

ンスでにおいて、日本のマンガの出版の先駆者であるグレナ

の Paypal または Stripe アカウントさえあれば無料でご利用可

は、今日でも誰もが認める市場リーダーです。

能です。さらに限定のコンテンツやリクエストの投稿を行った
り、継続的なサブスクリプションをファンから受けることもできま
す！

Kana

J-POP Manga

https://www.kana.fr/

https://www.j-pop.it/

Kana はフランスの漫画市場を代表するベルギーの漫画出版

J-POP Manga はイタリアを代表する漫画出版社の 1 つです。

社です。1996 年の設立以来、Kana はフランス語話者に日本

Edizioni BD によって 2006 年に設立されて以来、J-POP

の漫画の多様性と豊かさを広めるべく、「聖闘士星矢」「名探

Manga は人気少年漫画（「約束のネバーランド」、「東京喰

偵コナン」「ナルト」「デスノート」を含む人気の少年漫画、近年

種」 ）をはじめ、永井豪、手塚治虫、萩尾望都、上村一夫とい

では少女漫画、青年漫画を含めた幅広いカテゴリーの作品を

った巨匠の名作に至るまで、3000 作以上を誇る多様なライン

提供しています

アップを提供しています。
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▼協力

G ファンタジー

世界サイレントマンガオーディション

https://magazine.jp.square-enix.com/gfantasy/

http://www.manga-audition.com/japan/

2020 年に創刊 27 周年を迎える株式会社スクウェア・エニック

世界最大規模で最も成功している漫画コンテストの一つ。名

スが発行する毎月 18 日発売の月刊コミック誌です。「黒執

だたる漫画家らが設立した出版社・コアミックスによって運営

事」「ホリミヤ」「地縛少年花子くん」「王室教師ハイネ」「妖怪

され、国際的に活躍する次世代の漫画作家の発掘と育成、

学校の先生はじめました！」を はじめとして、人気作品が多

出版を目指しています。

数連載中。
株式会社ナンバーナイン

CoAket

https://no9.co.jp/

https://coaket.com/

「漫画でひとびとの人生を豊かにする」を MISSION に掲げ、

CoAket は日本のコミックマーケットから着想を得て、ドイツで

「漫画エージェント事業」「マンガアプリ事業」「クラウドファンデ

は他に無い、アーティストに注目が集まる、アーティストアレー

ィング事業」「確定申告代行サービス」の四つの事業を通し

と出版社ブースのみのイベントをハンブルクにて年に 2 回開

て、デジタル時代における漫画の売り場と収益を最大化する

催しています。

デジタルコミックエージェンシー。
MAG

TOKYOPOP

https://mag-con.de/

https://www.tokyopop.com/

Super Crowd Entertainment GmbH は北ドイツのイベント運営

1997 年の創立以来、TOKYOPOP はアジアの独特なポップカ

会 社 で 、世 界 最 大 の イ ン ディ ー ゲー ム開 発 者 ブ ース Indie

ルチャーと世界の架け橋、伝統とイノベーションの交差点であ

Arena Booth や、ドイツ中部にて行われるゲーム・漫画・日本

り続 けています。世界 各国 の漫 画のプロデュース、出 版 、配

などをテーマとしたポップカルチャーイベント「MAG」を開催し、

信を通じて、TOKYOPOP はあらゆる年代のファンに向けた刺

多くのデベロッパーやアーティストを支援しています。

激的なコンテンツを提供しています。

株式会社コルク

東京ネームタンク

https://corkagency.com/

https://nametank.jp/

コルクは、「物語の力で、一人一人の世界を変える」をミッショ

「誰もが 1 作、自分の代表作を持つこと」を目指して、すべての

ンにしたクリエイターエージェンシーで、世の中が求める普遍

人が漫画を楽しく描けるようサポートする漫画の教室・研究室

的なストーリーをデザインする狭義の『編集力』だけでなく、コ

です。受賞・デビュー作家を多数輩出。ネームの構造を学び、

ンテンツ（サービス）のファンと直接つながりながら熱狂をつく

32 ページのネームの完成を目指す「ネームできる講座」ほか、

り、価値を伝播・増幅させていく『コミュニティプロデュース力』

漫画の制作上 の悩みに答える「個別相談」、「ネーム大 交流

を兼ね備え、クリエイターと協働することで、新時代の『編集』

会」などを開催。

の再定義に挑戦している。
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▼後援

公益社団法人日本漫画家協会

一般社団法人マンガジャパン

https://www.nihonmangakakyokai.or.jp/

https://www.manga-japan.net/

日本漫画家協会は 1964 年 12 月に当時我国唯一の漫画

マンガジャパンは、ストーリーマンガ家を中心として、マン

家の全国組織として設立、１９８５年に社団法人に、2014

ガ原作者や研究者等の親睦や制作環境の整備をはかり、

年 に 公 益 社 団 法 人 となった団 体 で、健 全 なる漫 画 の普

日本のマンガ文化発展とマンガ家による社会貢献と国際

及、漫画創作活動の奨励、諸外国との漫画文化の交流、

交流をめざす団体です。

漫画に関する調査研究等、様々な事業を行っています。
▼運営協力

Graphixly LLC

株式会社トゥルモンド・プロダクション

https://graphixly.com/

http://toutlemondeprod.com/

▼主催

株式会社セルシス
https://www.clipstudio.net/
・

株式会社セルシスについて
セルシスはグラフィック系コンテンツの制作・閲覧・流通を通じて、IT でクリエイターの支援をグローバルに行っています。イラ
スト・マンガ・アニメーション制作ツール「CLIP STUDIO PAINT」、Web サービス「CLIP STUDIO」を通じたクリエイターの創作
活動をサポートするサービスの提供や、電子書籍ソリューション「CLIP STUDIO READER」等の、コンテンツ制作・流通・閲
覧にまつわるソリューションを提供しております。
セルシスホームページ ： https://www.celsys.co.jp/
CLIP STUDIO twitter ： https://twitter.com/clip_celsys
© CELSYS,Inc. All Rights Reserved.

お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 増川 聖子 / 古野 真衣
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
TEL：03-3373-9919 / e-mail：press@artspark.co.jp
法人のお客様はこちら
https://www.celsys.co.jp/clipsolution/
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