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コンクール受賞番組一覧（2012年度）放送
1．国際コンクール受賞一覧

コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

ジョージ・フォスタ
ー・ピーボディ賞 第71回 ジョージ・フォスター・

ピーボディ賞
NHKスペシャル「巨大津波“いのち”をどう守
るのか」

ヒューゴ・テレビ賞 第48回

調査報道／ニュースド
キュメンタリー 銀ヒューゴ賞 ETV特集「ネットワークでつくる放射能汚染地

図～福島原発事故から 2か月」

ドキュメンタリー：社
会／政治 銀賞 「孤立集落　どっこい生きる」

教育番組：成人視聴者 奨励賞 総合診療医ドクターG「腰が抜けた」
子ども番組 奨励賞 「みいつけた！」

長編テレビ映画 奨励賞 ハイビジョン特集ドラマ「生むと生まれるそれ
からのこと」

ドキュメンタリー：歴
史／伝記 奨励賞 NHKスペシャル「原爆投下　活（い）かされな

かった極秘情報」

ニューヨーク・フェ
スティバル

テレビ - ニュース：番
組（ニュースドキュメ
ンタリー／特別番組）

銀賞（部門 2位） NHKスペシャル「奇跡の生還～スクープ　チリ
鉱山事故の真実」

テレビ - ドキュメンタ
リー／（国内／海外の
出来事）

銀賞（部門 2位） NHKスペシャル「巨大津波“いのち”をどう守
るのか」

テレビ - ドキュメンタ
リー／情報番組（政
治）

銀賞（部門 2位） NHKスペシャル「ネットが“革命”を起こした
～中東・若者たちの攻防」

フランス鳥類・自然
映像祭 グランプリ

NHKスペシャル「ホットスポット　最後の楽園　
第 4回　ニュージーランド　飛べない鳥たちの
王国」

国際野生生物フィル
ムフェスティバル 第35回 優秀撮影グラフィック

賞
ワイルドライフ「アリューシャンマジック　ク
ジラと海鳥　驚異の大集結」

ワールド・メディア・
フェスティバル

教育番組：小学校

教育番組部門　グラン
ド・アワード（部門 1
位）／教育番組部門：
小学校カテゴリー　イ
ンターメディアグロー
ブ金賞（カテゴリー 1
位）

「デザインあ」

ニュース番組：時事問
題

ニュース番組部門　グ
ランド・アワード（部
門 1位）／ニュース番
組部門：時事問題カテ
ゴリー　インターメデ
ィアグローブ金賞（カ
テゴリー 1位）

「東日本大震災関連ニュース」

ドキュメンタリー番
組：人間関係と価値

ドキュメンタリー番組
部門：人間関係と価値
カテゴリー　インター
メディアグローブ金賞
（カテゴリー 1位）

NHKスペシャル「東日本大震災　東北　夏祭り
～鎮魂と絆と」

ドキュメンタリー番
組：医療

ドキュメンタリー番組
部門：医療カテゴリー　
インターメディアグロ
ーブ金賞（カテゴリー
1位）

NHKスペシャル「果てなき苦闘　巨大津波　医
師たちの記録」
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

ワールド・メディア・
フェスティバル

ドキュメンタリー番
組：調査と科学

ドキュメンタリー番組
部門：調査と科学カテ
ゴリー　インターメデ
ィアグローブ銀賞（カ
テゴリー 2位）

ETV特集「ネットワークでつくる放射能汚染地
図～福島原発事故から 2か月」

教育番組：教育エンタ
ーテインメント

教育番組部門：教育エ
ンターテインメントカ
テゴリー　インターメ
ディアグローブ銀賞
（カテゴリー 2位）

名作ホスピタル「ストレス×アルプスの少女ハ
イジ」前・後編

プリ・ジュネス賞 7才～11才までのフィ
クション

プリ・ジュネス2012テ
ーマ賞 「デザインあ」

モンテカルロ・テレ
ビ祭 第52回 ミニシリーズドラマ部

門 ゴールドニンフ賞 土曜ドラマスペシャル「とんび」

アメリカ国際フィル
ム・ビデオ祭 第45回

教育番組：小学生向け
部門 ゴーフドカメラ賞 「デザインあ」

ドキュメンタリー：バ
イオグラフィー部門 シルバースクリーン賞 ハイビジョン特集「二人の旅路～日中　激動を

生きた京劇夫婦」

ドキュメンタリー：社
会問題部門 シルバースクリーン賞 「うちは、一人じゃない～虐待の傷　再生への

500日」

ドキュメンタリー：宗
教・儀式部門 シルバースクリーン賞 NHKスペシャル「東日本大震災　東北　夏祭り

～鎮魂と絆と」

ドキュメンタリー：ニ
ュース速報・レポート
部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞 「東日本大震災関連ニュース」

ドキュメンタリー：ア
ート部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞

ETV特集「この世の名残　夜も名残～杉本博司
が挑む“曾根崎心中”オリジナル」

エンターテイメント：
パフォーミングアート
（ミュージカル・コン
サートなど）部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞

プレミアムシアター　スティーヴ・ライヒの最
新作「WTC　9/11」世界初演～クロノス・クァ
ルテット演奏会

中国・青海　世界山
岳ドキュメンタリー
映像祭

自然部門
崑崙山脈翡翠賞（最優
秀長編ドキュメンタリ
ー賞）

ハイビジョン特集　フロンティア「カティアと
モーリス～雲仙・普賢岳　火砕流に挑んだ夫婦」
（国際版）

ジャクソンホール科
学メディア賞 生活科学番組 最優秀生活科学番組賞

NHKスペシャル「ホットスポット　最後の楽園　
第 4回　ニュージーランド　飛べない鳥たちの
王国」（ニュージーランド放送版）

モンタナシネ・国際
フィルムフェスティ
バル

土地利用問題 撮影に対する名誉言及
賞 NHKスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」

水問題 撮影に対する名誉言及
賞 NHKスペシャル「仁淀川～青の神秘」

マッツァル国際ネイ
チャーフィルムフェ
スティバル

第10回 自然 高評価賞
NHKスペシャル「ホットスポット　最後の楽園　
第 5回　東アフリカ・神秘の古代湖　怪魚たち
の大進化」

国際エミー賞 ニュース 国際エミー賞 「東日本大震災緊急ニュース」

テレビジョン・アー
カイブ賞

アーカイブスの最も革
新的な活用 名誉言及賞 「東日本大震災アーカイブス」

アジア旅番組国際グ
ランプリ 第 2回

ドキュメンタリー部門
観光庁長官賞 journeys in japan -Special Edition- OHEN

RO

ドキュメンタリー部門
優秀賞

journeys in japan -Special Edition- OHEN
RO

審査員特別賞：個人へ journeys in japan -Special Edition- OHEN
RO　リポーター　ベネディクト・ディア
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

日本賞 第39回 生涯教育カテゴリー 最優秀賞（東京都知事
賞）

NHKスペシャル「宇宙の渚　第 1集　謎の閃
せん
光
こう
　

スプライト」

中国・科学教育プロ
デューサーズ会議
（CICSEP）

第 7回

技術開発部門 銀賞 NHKスペシャル「シリーズ原発危機　メルトダ
ウン～福島第一原発　あのとき何が」

自然＆環境部門 銅賞 NHKスペシャル「ホットスポット　最後の楽園　
第 1回　マダガスカル　太古の生命が宿る島」

科学発見部門 銅賞 NHKスペシャル「宇宙の渚　第 1集　謎の閃
せん
光
こう
　

スプライト」

科学発見部門 優秀賞 コズミック フロント「ダークエネルギー　発
見！　加速する宇宙」

AIB国際メディアコ
ンクール 第 8回 国内時事問題ドキュメ

ンタリー番組部門 最優秀賞 NHKスペシャル「飯舘村～人間と放射能の記録」

インド子ども映像祭 初期教育部門 シルバー賞 「デザインあ」

国際エミー賞 子どもシリーズドラマ
部門 国際エミー賞 中学生日記「転校生シリーズ　僕と君のメロデ

ィ」

D＆AD賞
テレビ・プロモーショ
ンおよび番組連結部分
部門

Yello Pencil賞 「Eテレ2355」IDコーナー

ジョージ・フォスタ
ー・ピーボディ賞 第72回 ジョージ・フォスター・

ピーボディ賞

「デザインあ」

BS世界のドキュメンタリー「シリーズ　ソビエ
ト崩壊　20年　プーチンの野望」計 4本

BS世界のドキュメンタリー「シリーズ　世界の
貧困」　計 8本

2．国内コンクール受賞一覧

コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

橋田賞 第20回 20周年特別顕彰 NHKスペシャル「シリーズ巨大津波」作成チー
ム

向田邦子賞 第30回 向田邦子賞 岩井秀人氏（ハイビジョン特集ドラマ「生むと
生まれる　それからのこと」の脚本に対して）

科学ジャーナリスト
賞 科学ジャーナリスト賞 代表受賞者・増田秀樹　ETV特集「原発事故へ

の道程　前・後編」に対して

農業ジャーナリスト賞 第27回 農業ジャーナリスト賞 ETV特集「原発事故に立ち向かうコメ農家」

JPPA AWARD 第16回 音響ドキュメンタリー
部門 入賞 ミキサー・加藤貴春，音響効果・片山由理（NHK

「つかこうへい　よみがえる伝説の舞台」）

放送人グランプリ
2012 グランプリ

NHKチーフプロデューサー・増田秀樹 （｢ETV特
集｣を舞台に，「原発事故への道程」「ネットワー
クでつくる放射能汚染地図」など，東日本大震
災と原発事故が日本の社会に何をもたらすのか
を問い続ける一連の仕事に対して。）

児童福祉文化賞 映像・メディア等部門 児童福祉文化賞推薦作
品

ハイビジョン特集「銀閣よみがえる～その500年
の謎」

放送文化基金賞 第38回

テレビドキュメンタリ
ー番組

本賞 NHKスペシャル「38分間～巨大津波　いのちの
記録」

優秀賞 NHKスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」

番組賞 NHKスペシャル「シリーズ原発危機　知られざ
る放射能汚染～海からの緊急報告」

番組賞 NHKスペシャル「原爆投下　活（い）かされな
かった極秘情報」

テレビドラマ番組
本賞 「坂の上の雲」　最終回　日本海海戦
優秀賞 連続テレビ小説「カーネーション」
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

放送文化基金賞 第38回

ラジオ番組
本賞 「遠いふるさと～フクシマの家族・2011」
ラジオ番組賞 FMシアター「飛ばせハイウェイ、飛ばせ人生」

個別分野
映像賞

NHK釜石報道室・徳田憲亮（とくだのりあき：
NHKスペシャル「38分間～巨大津波　いのちの
記録～」の撮影に対して）

演技賞 俳優・本木雅弘（「坂の上の雲」の演技に対して）

個人・グループ部門 放送文化 ETV特集取材班（ETV特集「ネットワークでつ
くる放射能汚染地図シリーズ」の制作に対して）

ギャラクシー賞 第49回
テレビ部門

大賞 連続テレビ小説「カーネーション」

特別賞 ETV特集「ネットワークでつくる放射能汚染地
図」シリーズ

優秀賞 ハイビジョン特集「しあわせのカタチ～脚本家・
木皿泉　創作の“世界”」

選奨

ETV特集「ネットワークでつくる放射能汚染地
図～福島原発事故から 2か月」

NHKスペシャル「果てなき苦闘　巨大津波　医
師たちの記録」

NHKスペシャル「シリーズ原発危機　知られざ
る放射能汚染～海からの緊急報告」

ETV特集「花を奉る　石牟礼道子の世界」

奨励賞

連続テレビ小説「おひさま」

NHKスペシャル「巨大津波　その時ひとはどう
動いたか」

ETV特集「この世の名残　夜も名残～杉本博司
が挑む“曽根崎心中”オリジナル」

NHKスペシャル「孤立集落　どっこい生きる」
「にっぽん縦断　こころ旅」

戦争証言スペシャル「運命の22日間　千島・サ
ハリン（樺太）はこうして占領された」

ETV特集「シリーズ大震災発掘　第 1回　埋も
れた警告」

大型ドキュメンタリードラマ「開拓者たち」
土曜ドラマスペシャル「キルトの家」

21人の輪～震災のなかの 6年生と先生の日々⑨
「もうすぐ旅立ち　ずっと友だち」

「 3月11日のマーラー」
個人賞 柄本明さん「坂の上の雲」の演技

報道活動部門 選奨 子どもを守れ！キャンペーン
ラジオ部門 奨励賞 特集オーディオドラマ「空の防人」

衛星放送協会オリジ
ナル番組アワード 第 2回 ドキュメンタリー部門 オリジナル番組賞 最

優秀番組
「世界が私を待っている～前衛芸術家　草間彌
生の疾走」

スポニチ文化芸術大
賞 優秀賞 「キッチンが走る！」制作スタッフ

石橋湛山記念　早稲
田ジャーナリズム大
賞

第12回 文化貢献部門 大賞 ETV特集「花を奉る　石牟礼道子の世界」

国際ドラマフェステ
ィバル　東京ドラマ
アウォード2012

作品賞

優秀賞（連続ドラマ） 連続テレビ小説「カーネーション」
優秀賞（単発ドラマ） 土曜ドラマスペシャル「とんび」

ローカルドラマ賞 佐賀放送局開局70周年記念ドラマ「あのひとあ
の日」

個人賞 主演女優賞 尾野真千子（連続テレビ小説「カーネーショ
ン」）
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

国際ドラマフェステ
ィバル　東京ドラマ
アウォード2012

個人賞 演出賞 田中健二（大阪放送局　連続テレビ小説「カー
ネーション」）

特別賞 特別賞 NHK「坂の上の雲」チーム

「地方の時代」映像
祭 放送局部門

グランプリ（全部門を
通じての最優秀賞）

NHKスペシャル「イナサがまた吹く日～風寄せ
る集落に生きる」

優秀賞 金とく「模索～原発ができなかった町で」

選奨
「二度と原爆を使ってはいけない～ナガサキを
見た　占領軍司令官」

ETV特集「花を奉る　石牟礼道子の世界」

グッドデザイン賞

グッドデザイン大賞（内
閣総理大臣賞） 「デザインあ」

グッドデザイン賞
「テクネ　映像の教室」

「NHK映像マップみちしる～新風土記アーカイ
ブス」

科学放送高柳記念賞 第43回 科学放送高柳記念賞 NHKスペシャル「宇宙の渚　第 1集　謎の閃光　
スプライト」

ATP賞 第29回

ドラマ部門 優秀賞 ドラマ10「つるかめ助産院　～南の島から」

ドキュメンタリー部門 優秀賞

ETV特集「見狼記　～神獣ニホンオオカミ」
「 3月11日のマーラー」

戦争証言スペシャル「運命の22日間～千島・サ
ハリン（樺太）はこうして占領された」

「巨大戦艦　大和～乗組員たちが見つめた生と
死」

「豚の音（おん）がえし～BEGINが結ぶ沖縄と
ハワイの絆」

情報・バラエティ部門 優秀賞 「東京スカイツリーAtoZ」

ドラマ部門 奨励賞 「ドキュメンタリードラマ　似顔絵捜査官001
号」

ドキュメンタリー部門 奨励賞

ハイビジョン特集「しあわせのカタチ～脚本家・
木皿泉　創作の“世界”」

「旅のチカラ　馬上人生を過ぐ　俳優・宇津井
健～スペイン・アンダルシア」

ETV特集「原発事故に立ち向かうコメ農家」

ドキュメンタリー部門 奨励賞 「三つの名を生きた兵士たち～台湾先住民“高
砂族”の20世紀」

情報・バラエティ部門 奨励賞 ハイビジョン特集「井上ひさしとてんぷくトリ
オのコント」

観光庁長官賞 ハイビジョン特集「にっぽん　微笑みの国の物
語～時代を江戸に巻き戻せば」

総務大臣賞 「開拓者たち」
総務大臣特別賞 「 3月11日のマーラー」

文化庁芸術祭

テレビ・ドキュメンタ
リー部門

大賞 NHKスペシャル「メルトダウン　連鎖の真相」

優秀賞 NHKスペシャル「終戦　なぜ早く決められなか
ったのか」

テレビ・ドラマ部門 優秀賞 土曜ドラマスペシャル「とんび」（前・後編）

ラジオ部門（ドラマの
部） 優秀賞 FMシアター「ヘブンズコール」

エランドール賞 テレビ部門 プロデューサー賞☆田
中友幸基金賞

連続テレビ小説「梅ちゃん先生」　岩谷可奈子
チーフ・プロデューサー

アース・ビジョン　
地 球 環 境 映 像 祭
20+ 1

子どもアース・ビジョ
ン大賞 金とく「模索～原発ができなかった町で」
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

放送ウーマン賞 放送ウーマン賞2012
岩谷可奈子　制作局・第 2制作センタードラマ
番組部チーフ・プロデューサー（連続テレビ小
説「梅ちゃん先生」）

3．第39回「日本賞」受賞作品
賞　　　　　　名 タ　イ　ト　ル 機　関　名 国・地域名 メディア

グランプリ日本賞 皺（しわ）
⑴ペッロ・ヴェルデ・フィルムズ
⑵クロモソーマ
⑶エレファント・イン・ザ・ブラック・ボックス

ス ペ イ ン テレビ・映
画・ビデオ

コ

ン

テ

ン

ツ

部

門

最

優

秀

賞

幼児向け
カテゴリー 総務大臣賞 トードと小さな仲間たち ノルウェー放送協会（NRK） ノルウェー

テレビ・
映画・
ビデオ

児童向け
カテゴリー 文部科学大臣賞 農場が私の教室 インド公共テレビ

ドゥールダルシャン イ ン ド

青少年向け
カテゴリー 外務大臣賞 Deaf Jam ～聴いて！私の手話

の詩（うた）～
⑴メイド・バイ・ハンド
⑵インデペンデント・テレビ・サービス（ITVS）
⑶シティ・ロア

ア メ リ カ

生涯教育
カテゴリー 東京都知事賞

NHKスペシャル「宇宙の渚　
第 1集　謎の閃

せん

光
こう

　スプライ
ト」

日本放送協会（NHK） 日 本

福祉教育
カテゴリー NHK会長賞 皺（しわ）

⑴ペッロ・ヴェルデ・フィルムズ
⑵クロモソーマ
⑶エレファント・イン・ザ・ブラック・ボックス

ス ペ イ ン

イノベイティ
ブ・メディア
カテゴリー

経済産業大臣賞 アルツハイマー病を知る サブマリン オ ラ ン ダ ウェブサイト

特
別
賞

前田賞 アンガク、バンガク、クローラ・
サンガクが行く アリア・テレビ アフガニスタン テレビ・

映画・
ビデオ国際交流基金理事長賞 今夜も世界の片隅で イブリダ ス ペ イ ン

ユニセフ賞 花は涙とともに 浙江衛星テレビ 中 国

企画部門
放送文化基金賞 自分を信じて ジョイニング・ハンズ・ネパール（JHN） ネ パ ー ル
日本ユネスコ協会連盟賞 キッズ、カメラ、アクション！ コロンビア放送（RTVC） コロンビア


