日本動画協会主催 アニメ人材パートナーズフォーラム
加盟のご案内
2020年から続くコロナ禍の影響に屈せず、
産学共同で日本のアニメの未来を担う人材の育成・活用をサポートします。
AJPF「アニメ人材パートナーズフォーラム」は、アニメの仕事を目指す人材の育成と就業を産学連携で
サポートするため、日本動画協会人材育成委員会が主催・運営し、アニメ関連の教育機関が加盟する
会員制度です。全国のアニメ関連の教育機関に加盟いただき、2017年4月設立しました。
2022年度も、産業界のパートナーとなる加盟校に参加いただき、 2020年から続くコロナ禍の産業界・
教育機関への影響に対応し、人材の育成と就業をより円滑に進めるために活動します。

【活動の概要】

①アニメの教育機関を加盟校として産業界が公認
AJPF 「アニメ人材パートナーズフォーラム」加盟校 は、日本のアニメ産業界を代表する
会員社（正会員38社、準会員47社の計85社）が加盟する日本動画協会が、産学連携の
パートナーとなる教育機関として公認。加盟校として表記いただき、会員社の人材育成関連の
情報提供、また加盟校からの企業向け説明会などの情報を会員社に告知できます。

②加盟校の教育を支援
AJPF 「アニメ人材パートナーズフォーラム」加盟校には、感染症対策が必要な間はオンラインの
講座や教材を提供、当委員会監修・著作の「アニメーション用語事典」、「制作進行マニュアル」、
「アニメーター課題集」の活用など、対面の活動が可能になれば会員社の制作現場を実体験する
インターンシップなどで教育を支援します。

③リクルート・マッチングの最適化
AJPF 「アニメ人材パートナーズフォーラム」加盟校学生の就業を、会員社求人情報や、
加盟校向け求人票の提供、感染症対策が必要な間はオンラインの、対面の活動が可能になれば
訪問型や会場開催の会社説明会などでサポートします。

④全国の加盟校と産学共同の人材育成を実現
AJPF 「アニメ人材パートナーズフォーラム」は地方の加盟校にも、上記の講座の映像、
教材のデータを提供して支援。また増えている留学生の教育・外国人就業の支援や、
今後重要なデジタル制作の人材育成を、産学共同で進めます。

参加お申込みは

WEBサイト

http://ajpf.jp/

加盟登録は、募集要項をご参照の上、登録フォームにご記入ください。
お問合せ先：一般社団法人日本動画協会 人材育成委員会 担当 小林・木須
e-mail: ajpf@aja.gr.jp TEL: 03-5839-2930 FAX: 03-5839-2931

日本動画協会主催 アニメ人材パートナーズフォーラム
2022年度 活動計画案
①産学の交流
加盟校表記

日本動画協会の産学連携による人材育成教育機関として公認。
加盟校として表記いただきます。

加盟校・会員社の
交流

加盟校教員・就職指導のご担当等と、日本動画協会会員社等との
交流会を開催します。

加盟校・会員社間
の情報交換

加盟校に会員社の人材育成関連情報を提供、
また加盟校の企業説明会などの情報を会員社に告知できます。

➁教育の支援
加盟校向け
オンライン講座

加盟校に講師を派遣して行ってきた講座を、2021年度は感染症対策に
より、映像による講座として提供。今年度も継続予定。(詳細は次頁)

教材の活用

当委員会監修・著作の「アニメーション用語事典」、「制作進行の
マニュアル」、「アニメーターの課題集」の活用。(詳細は次頁)

インターンシップ

会員社が学生の受け入れを企画、加盟校の希望学生が参加する
インターンシップ。2021年度は感染症対策を鑑み実施せず。
今後、対面での開催が可能な状況になれば実施を検討。

③リクルート・マッチングの最適化
会員社求人情報・
求人票の提供

会員社の求人情報や加盟校学生向けの求人票を提供。

会社説明会の
開催

加盟校学生向けの会員社会社説明会を開催。2022年度は
感染症対策により、オンラインで開催。今年度も引き続き、オンラインでの
開催の案内を継続。

④産学共同の人材育成
留学生支援・
外国人就業支援
デジタル作画等
新しいスキルの
人材育成

留学生が日本でアニメの仕事につくための教育支援、
就業支援を 産業界・加盟校共同の活動で推進。
デジタル 制作導入の現状を、産業界から加盟校に共有し、
デジタル 制作人材育成の導入を推進。
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加盟校向けオンライン講座
過去ご提供、今年度継続利用可能
加盟校学生向け講座 「ー制作進行から学ぶーアニメのつくり方」
【講座内容】

【講師】

アニメづくりにかかわるさまざまな職種を結ぶ連絡調整、

河口 佳高 (株)サンライズ

素材の受け渡し、進行管理を担う制作進行の役割を

田中 伸明 日本アニメーション(株) 制作部長

ライツ営業部部長

通じて通じてアニメづくりの方法についての講座講座。

加盟校学生向け講座 「ー制作進行から学ぶーアニメのつくり方」第2弾
【講座内容】
2020年度に当委員会が監修・発行した「制作進行の
マニュアル」をテキストに用いて、学生向けにアニメ制作の
工程に関る職種、制作の進め方についての講座。

【講師】
舛本 和也 株式会社トリガー 取締役

加盟校学生向け講座 「アニメづくりの職種と仕事」
【講座内容】
アニメにかかわる様々な職種の中で、仕上げ、美術・背景、３DCG、

【講師】

パート1：
株式会社ジェー・シー・スタッフ 齋直樹氏
石川恭介氏（仕上げパート）廣瀬義憲氏（美術・背景パート）
パート2：

撮影の役割を解説を通じて通じてアニメづくりの方法についての講座。 株式会社グラフィニカ
白濵啓太郎氏（３DCGパート）吉岡宏夫氏 （撮影パート）

加盟校

体験入学などにも活用可能

「アニメの産業と働き方の今とこれから」

【講師】

【講座内容】

小野打 恵 日本動画協会人材育成委員会 副委員長

日本動画協会が毎年発刊している「アニメ産業レポート」を用いて、アニメ産業の売上や制作、国内・海外の
市場の動向、働き方の改革について現状と将来展望を解説する講座。

今年度新規ご提供予定

検討中：⑤-1加盟校アニメ制作会社志望学生向け講座
「アニメの企画・プリプロダクションの仕事と流れ」
【講座内容】
アニメーションの企画やプリプロダクションといった工程がどのような人たちが関わり、作業を進めていくのか。
作画、CG、美術・背景、仕上げ、撮影の各セクションへ素材が受け渡される前の工程を解説。

検討中：⑤-2学生向け講座
「アニメづくりの現場と仕事の紹介」
【講座内容】
アニメづくりにかかわる制作会社が作品の制作フローに沿った制作物の流れを実際の現場でどのように行われているのか紹介。

加盟校学生向け特別講座 「アニメーションのデジタル制作」(予定)
【講座内容】
作画をデジタル化して、仕上、撮影まで一貫したデジタル制作へとむかう、日本のアニメのデジタル制作に必要な知識
とスキルの講座。
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教材活用のご案内

「アニメーション用語事典」
【内容】
アニメづくりにかかわるさまざま用語を、8ジャンルに分けて解説した事典、

これからアニメ業界で働こうという人にはもちろん、現在現場で活躍して
いるスタッフにも「使える」1冊となっています。
※有料での購入が必要です
日本動画協会からの直接販売はございません。

「TVアニメシリーズ制作における 制作進行の
マニュアル」
【内容】
株式会社トリガー 舛本和也氏が執筆した「アニメーション制作に
おける制作進行の座学本」からデータを提供いただき、2020年度に
当委員会にて業界の標準化内容を検討し、制作進行の業務を
マニュアル化しました。
下記にて無償配布中

https://aja.gr.jp/jigyou/ikusei/
「アニメシリーズ制作における-制作進行のマニュ

③日本
「アニメーターの課題集 -動きの法則を理解
するための第一歩-」
【内容】
アニメーターを目指している方、また、若手のアニメーターの育成に
向けて、アニメーション作家の遊佐かずしげ氏にご協力いただき、
観察して自ら法則を解き明かしどのような動きでも描くことができる
ようになるための基礎を学ぶことを目的に、当委員会が作成しました。
下記にて無償配布中
https://aja.gr.jp/jigyou/ikusei/workbook

日本動画協会主催 アニメ人材パートナーズフォーラム
2022年度年間スケジュール
時期
2022/
3月

オンラインの活用

リアル開催（予定）

◆加盟校募集

4月

■会員社求人情報提供
■加盟校・会員社交流会(オンライン）
■オンライン会社説明会(年間を通じて実施）

5月

■加盟校向け職種別求人票提供

6月

□加盟校向け求人票による学生応募

7月

■映像講座⑤-1、⑤-2ご提供
■加盟校・会員社交流会(オンライン）

8月
9月
10月

■加盟校・会員社交流会
※オンラインもしくはリアル開催

11月

■映像講座⑥ご提供

12月
2023/
1月

※以下は、対面での活動が可能な場合、実施を検討

（■インターンシップ参加学生募集）

2月

（□インターンシップ参加学生応募）

3月

（■インターンシップ実施）

4月

■加盟校・会員社交流会
※オンラインもしくはリアル開催

1． 「アニメ人材パートナーズフォーラム

」概要

主催

一般社団法人日本動画協会

参加企業等

日本動画協会会員社（正会員38社／準会員47社 計85社）
※会員社以外のアニメ関連企業の参加：本フォーラムのリクルート関連サービ利用を
約500社の アニメ関連企業に案内。会員社外企業も参加

加盟教育機関

2 0 2 2 年４月現在、加盟校1 2 校
■大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校■沖縄ラフ＆ピース専門学校■吉備国際大学
■開志専門職大学■国際アート&デザイン大学校■東京アニメーションカレッジ専門学校■東京工科大学
■東京コミュニケーションアート専門学校■東放学園映画専門学校■日本アニメ・マンガ専門学校
■日本工学院専門学校■日本創生大学校（新規）
（50音順）加盟校、オブザーバー募集中

運営事務局

日本動画協会 人材育成委員会 産学連携ワーキング

2．「アニメ人材パートナーズフォーラム

http://aja.gr.jp/

」の教育機関加盟登録方法

教育機関会費

年間30万円※消費税別

教育機関会員
加盟登録方法

会員登録サイトhttp://ajpf.jp/、メール:ajpf@aja.gr.jp、FAX:03-5544-9714でお申し込みください。
活動を見学できるオブザーバー参加も可能です。

教育機関加盟登録フォーム
法人名

法人代表者名

学校名

アニメ関連学科・
コース等名

学科・コース等
責任者名

ご担当者名

電話・FAX

メール

学校住所

3． 「アニメ人材パートナーズフォーラム

」の企業参加・リクルート活用の申込方法

費用

日本動画協会会員社：無料
会員社外企業：年間5万円(税別)・初回登録料2万円(税別)※3年間契約企業は初回登録料免除

申込方法

リクルート活用ご希望企業は、
http://ajpf.jp/ 、メール：ajpf@aja.gr.jp、FAX：03-5544-9714でお申し込みください。
◆◆日本動画協会参加は・・・ http://aja.gr.jp/gaiyou/join まで。◆◆

企業リクルート活用申込フォーム
会社名

代表者名

ご担当者名

電話・FAX

メール

参加期間

・1年

・3年

住所
募集職種

・作画 ・デジタル作画 ・背景美術 ・仕上・色彩 ・撮影
・制作進行 ・ライツ・営業 ・その他

・3DCG ・編集 ・音響 ・ポスプロ

参加お申込みは

WEBサイト

http://ajpf.jp/
加盟登録は、募集要項をご参照の上、登録フォームにご記入ください。
お問合せ先：一般社団法人日本動画協会 人材育成委員会 AJPF事務局
e-mail: ajpf@aja.gr.jp

