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コンクール受賞番組一覧（2013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

ワールド・メディア・
フェスティバル

教育番組部門：一般教
育カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ金賞 「釜石の“奇跡”～3.11子どもたちの記録」

エンターテインメント
番組部門：シリーズ番
組カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ金賞

バリバラ～障害者情報バラエティー～シリーズ
恋愛（ 2）「恋愛の悩み」

ドキュメンタリー番組
部門：自然および野生
生物カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ金賞 NHKスペシャル「仁淀川　青の神秘」

ドキュメンタリー番組
部門：地球規模の問題
カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ金賞

ETV特集「ルポ　原発作業員～福島原発事故・
2年目の夏」

ニューヨーク・フェ
スティバル

テレビ・ドキュメンタ
リー情報番組部門（科
学・技術）

金賞
シリーズ　震災後を歩く～海外ジャーナリスト
の見た日本～「自然との共存を求めて～カナダ　
デヴィッド・スズキ」

シカゴ国際映画祭テ
レビ賞

教育番組部門 金賞 「釜石の“奇跡”～ 3・11　子どもたちの記録」

ドラマチック番組部門 銀賞 Forbidden Kyoto Vol. 5  Life as a TAYU -Diva 
beyond Geisha-

調査報道／ニュースド
キュメンタリー部門 奨励賞 ETV特集「ルポ　原発作業員～福島原発事故・

2年目の夏」

2013ワールド・メデ
ィア・フェスティバ
ル・ツーリズム

ドキュメンタリー番組
部門：文化カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ銀賞

Forbidden Kyoto Vol.5 Life as a TAYU -Diva 
beyond Geisha-

ドキュメンタリー番組
部門：倫理および宗教
カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ銀賞 journeys in japan-special edition-OHENRO

考古学チャンネル国
際フィルム・ビデオ
映像祭

第10回

作品部門 最優秀賞

コズミック　フロント「古代ギリシャ　驚異の
天文コンピューター」／BS世界のドキュメンタ
リー　シリーズ　謎に挑む「古代ギリシャの
“コンピューター”アンティキテラの謎」

もっともインスピレー
ションを与えた作品部
門

最優秀賞

観客のお気に入り作品
部門 最優秀賞

URTIドキュメンタリ
ー国際グランプリ 銀賞 NHKスペシャル「最期の笑顔～納棺師が描いた

東日本大震災」

アメリカ国際フィル
ム・ビデオ祭

ドキュメンタリー：環
境，エコロジー部門

ゴールド・カメラ賞
（部門 1位） NHKスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」

エンターテインメン
ト：テレビ映画部門

シルバー・スクリーン
賞（部門 2位）

土曜ドラマスペシャル「蝶々さん～最後の武士
の娘」

ドキュメンタリー：ド
キュメントドラマ部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門 3
位）

プレミアムドラマ「まばたきで“あいしていま
す”～巻子の言霊（ことだま）」

エンターテインメン
ト：ゲームショー部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門 3位）

スクール　Life Show for KIDS スペシャル「な
わとびかっとび王選手権2011」

教育番組：高校生部門 クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門 3位）

すイエんサー「ケーキを超ピッタリ 7等分にし
た～い！！」

ドキュメンタリー：歴
史部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門 3位）

NHKスペシャル　知られざる大英博物館　第 2
集「古代ギリシャ　“白い”文明の真実」

ドキュメンタリー：自
然，野生生物部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門 3位）

NHKスペシャル「大海原の決闘！クジラ対シャ
チ」

ドキュメンタリー：伝
記部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門 3位）

NHKスペシャル「“水玉の女王”草間彌生の全力
疾走」
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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

科学技術映像祭 第54回

内閣総理大臣賞 NHKスペシャル「大海原の決闘！クジラ対シャ
チ」

自然・くらし部門 優秀賞 ダーウィンが来た！生きもの新伝説「世紀の発
見！海底のミステリーサークル」

科学技術教養部門 優秀賞 NHKスペシャル「宇宙の渚　第 2集　天空の女
神　オーロラ」

橋田賞 第21回 橋田賞

中園ミホ
ドラマ10「はつ恋」および「ドクターX～外科
医・大門未知子」（テレビ朝日系列）の脚本に対
して

尾崎将也
連続テレビ小説「梅ちゃん先生」の脚本に対して

松坂桃李
連続テレビ小説「梅ちゃん先生」安岡信郎役の
演技に対して

コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

アメリカ国際フィル
ム・ビデオ祭

エンターテインメン
ト：インタビュー，ト
ーク部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門 3位）

バリバラ～障害者情報バラエティー～シリーズ
恋愛（ 2）「恋愛の悩み」

世界自然・野生生物
映像祭 第11回 日本環境賞 NHKスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」

スパイクス　アジア
放送デザインとグラフ
ィックス及びデジタ
ル・デザイン部門

金賞 「テクネ　映像の教室」（「オープニング」「テク
ネID」「エンディング」の映像）

ドイツ国際自然映像
祭 審査員特別賞 NHKスペシャル「大海原の決闘！クジラ対シャ

チ」

マッツァル国際ネイ
チャーフィルムフェ
スティバル

高評価賞

NHKスペシャル「大海原の決闘！クジラ対シャ
チ」

ワイルドライフ「オーストラリア　10万匹のカ
ニ　謎の大集結」

日本賞 第40回
イノベイティブメディ
ア

最優秀賞（経済産業大
臣賞） NHKクリエイティブ・ライブラリー

前田賞（特別賞） 「釜石の奇跡～子どもたちが語る3.11」

ABU賞 ラジオ／ドラマ番組部
門 奨励賞 FMシアター「幸せDeath（です）」

四川テレビ祭
人類学部門 最優秀人類学課題賞 NHKスペシャル「クニ子おばばと不思議の森」
社会部門 アジアプロダクション

賞
「釜石の“奇跡”～ 3・11　子どもたちの記録」

自然・環境部門 NHKスペシャル「仁淀川　青の神秘」

国際水中映像祭
クリップ及び短編部門 金賞 ダーウィンが来た！生きもの新伝説「世紀の発

見！海底のミステリーサークル」

フィルムA部門 銅賞 NHKスペシャル「謎の海底サメ王国」

韓国EBS国際ドキュ
メンタリーフェステ
ィバル

ユニセフ賞 BS世界のドキュメンタリー「失われた町で」

アジア・テレビ賞 単発ドキュメンタリー
部門 最優秀賞 NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イ

カ」

2014ワールド・メデ
ィア・フェスティバ
ル・ツーリズム

ドキュメンタリー部
門：文化カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ金賞（カテゴリー
1位）

Journeys in Japan: Jazzy Kobe
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

橋田賞 第21回 橋田賞
尾野真千子
連続テレビ小説「カーネーション」ヒロイン・
糸子役の演技に対して

向田邦子賞 第31回 向田邦子賞

中園ミホ
ドラマ10「はつ恋」および「ドクターX～外科
医・大門未知子～」（テレビ朝日系列）の脚本に
対して

放送人グランプリ
2013

グランプリ NHKスペシャル　東日本大震災「追跡　復興予
算19兆円」制作スタッフ一同

企画賞 「花は咲く」プロジェクト

特別賞 渡辺真理
「BS歴史館」キャスター

市川森一脚本賞 第 1回 市川森一脚本賞 大島里美
よる☆ドラ「恋するハエ女」の脚本に対して

放送批評懇談会50周
年記念賞

放送批評懇談会50周年
記念賞 「おかあさんといっしょ」

科学ジャーナリスト
賞 科学ジャーナリスト賞

NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イ
カ」
代表受賞者：岩崎弘倫

ジャパンアクション
アワード 第 1回

ベストアクション作品
賞部門 優秀賞 BS時代劇「猿飛三世」（全 8回）

ベストアクション女優
賞部門 優秀賞 川崎亜沙美

BS時代劇「猿飛三世」 さぼてん役

ベストスタントマン賞 優秀賞
大内貴仁，日野由佳，佐久間一禎
BS時代劇「猿飛三世」のスタントコーディネー
ター　および　スタントマン

農業ジャーナリスト
賞 第28回 農業ジャーナリスト賞 ETV特集「地球の裏側で“コシヒカリ”が実る」

JPPA AWARDS 
2013 第17回 ドラマ部門映像技術分

野 シルバー賞
山本浩三
プレミアムドラマ「まばたきで“あいしていま
す”～巻子の言霊（ことだま）～」の編集に対して

放送文化基金賞 第39回

テレビドキュメンタリ
ー番組

本賞 NHKスペシャル3.11　あの日から 2年「メルト
ダウン　原子炉“冷却”の死角」

優秀賞 NHKスペシャル「黒い雨～活（い）かされなか
った被爆者調査」

番組賞

NHKスペシャル　東日本大震災「追跡　復興予
算19兆円」

ETV特集「原田正純　水俣　未来への遺産」

NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イ
カ」

テレビドラマ番組 優秀賞 テレビ60年記念ドラマ「メイドインジャパン」
第 1回

テレビエンターテイン
メント番組 本賞 NHKスペシャル「釜石の“奇跡”～いのちを守

る特別授業」

個人・グループ部門 放送文化

NHK「宇宙の渚」制作グループ
NHKスペシャル　シリーズ「宇宙の渚」の制作・
放送

NHK東日本大震災証言プロジェクト
東日本大震災に遭遇した人々の証言を記録，放
送・ウェブ等幅広く視聴可能な形態で公開

特別賞 原田正純さん
ETV特集「原田正純　水俣　未来への遺産」
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

ギャラクシー賞 第50回

テレビ部門

大賞 NHKスペシャル　東日本大震災「追跡　復興予
算19兆円」

優秀賞 特集ドラマ「ラジオ」

選奨

「三つの名を生きた兵士たち～台湾先住民“高
砂族”の20世紀」

東北Zスペシャル「住民合意への道～誰もがいち
早い復興を願っていた」

「こうして僕らは医師になる～沖縄県立中部病
院　研修日記」

バリバラ～障害者情報バラエティー～「セック
スの悩み」

ラジオ部門

優秀賞 特集オーディオドラマ「橋爪功ひとり芝居　お
とこのはなし」

DJパーソナリティ賞

ピーター･バラカン
「Barakan Morning」（Inter FM），「Tokyo 
Midtown presents The Lifestyle MUSEUM」
（TOKYO FM），「ウィークエンドサンシャイ
ン」（NHK）パーソナリティとして

テレビ部門 奨励賞

BS歴史館「伊能忠敬“日本”を知らしめた男」

ETV特集「失われた言葉をさがして　辺見庸　
ある死刑囚との対話」

ETV特集「テレビが見つめた沖縄～アーカイブ
映像からたどる本土復帰40年」

NHK大分放送局 開局70年記念ドラマ「無垢の
島」

探検バクモンスペシャル「沖縄入門」
ETV特集「飯舘村一年～人間と放射能の記録」

SONGSスペシャル「桑田佳祐の歌ってガッテ
ン！」

NHKスペシャル「メルトダウン　連鎖の真相」

日本人は何を考えてきたのか　第 8回「人間復
興の経済学をめざして～河上肇と福田徳三」

NHKスペシャル「黒い雨～活（い）かされなか
った被爆者調査」

ETV特集「オキナワとグアム～島が問う　アジ
ア・太平洋の未来」

ETV特集「永山則夫　100時間の告白～封印され
た精神鑑定の真実」

ディープピープル「FMラジオDJ」
あさイチ「見えない“女性の貧困”」
ドラマ10「シングルマザーズ」

NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イ
カ」

日本人は何を考えてきたのか　昭和編「戦争の
時代を生きる」

「NHK×日テレ　60番勝負」

NHKスペシャル「“核のゴミ”はどこへ～検証・
使用済み核燃料」

マイケル・サンデルの白熱教室＠東北大学「こ
れからの復興の話をしよう」

BS1スペシャル「1972年“北京の五日間”こうし
て中国は日本と握手した」

東北Z「本当は、悲しいけれど　第三章　証」
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

ギャラクシー賞 第50回 報道活動部門 奨励賞 「産みたいのに産めない」不妊社会シリーズ

辻静雄食文化賞 第 4回 辻静雄文化賞 NHK「きょうの料理」とNHKテキスト「きょう
の料理」

ADC賞2013 ADCグランプリ デザインあ展（展示期間：2013年 2 月 8 日～ 6
月 2日）

伊藤熹朔賞

本賞

山下恒彦・岡島太郎（放総・デザインセンター
映像デザイン部）
土曜ドラマスペシャル「負けて、勝つ～戦後を
創った男・吉田茂」のテレビ美術に対して

協会賞
小澤直行（デザイナー）・今雪るり（デザイナー）
「第56回　NHKニューイヤーオペラコンサー
ト」のテレビ美術に対して

衛星放送協会オリジ
ナル番組アワード 第 3回 アニメ番組部門 オリジナル番組賞 「キングダム」

日本ジャーナリスト
会議賞 第56回 JCJ賞 NHKスペシャル　東日本大震災「空白の初期被

ばく～消えたヨウ素131を追う」

キッズデザイン賞 第 7回 子どもの未来デザイン　
感性・創造性部門 経済産業大臣賞 「デザインあ」番組及び展覧会を通じたデザイ

ン教育

ソーシャルテレビ・
アワード2013 第 2 回 大賞 「NHK×日テレ　60番勝負」（日本テレビ制作の

「日テレ×NHK　60番勝負」との共同受賞）

新聞協会賞 編集部門：写真・映像
部門 新聞協会賞 NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イ

カ」

貧困ジャーナリズム
大賞

貧困ジャーナリズム特
別賞

あさイチ「サイレントプア　声なき女性の貧困」
ドラマ10「シングルマザーズ」

早稲田ジャーナリズ
ム大賞 第13回

文化貢献部門 大賞 ETV特集「永山則夫　100時間の告白～封印され
た精神鑑定の真実」

公共奉仕部門 奨励賞 ドキュメンタリーWAVE「原子力“バックエン
ド”最前線～イギリスから福島へ」

菊池寛賞 第61回 菊池寛賞

NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イ
カ」／NHKスペシャル　シリーズ深海の巨大生
物「伝説のイカ　宿命の闘い」，「謎の海底サメ
王国」

国際ドラマフェステ
ィバル　東京ドラマ
アワード

作品賞

グランプリ（連続ドラ
マ） 連続テレビ小説「あまちゃん」

優秀賞（単発ドラマ） 特集ドラマ「ラジオ」

ローカルドラマ賞 NHK徳島放送局開局80周年記念ドラマ「狸な家
族」

個人賞

主演女優賞 能年玲奈（連続テレビ小説「あまちゃん」）
助演女優賞 小泉今日子（連続テレビ小説「あまちゃん」）
脚本賞 宮藤官九郎（連続テレビ小説「あまちゃん」）

演出賞 井上剛（連続テレビ小説「あまちゃん」　制作
局・第 2制作センター　ドラマ番組部）

プロデュース賞 訓覇圭（連続テレビ小説「あまちゃん」　制作
局・第 2制作センター　ドラマ番組部）

国際ドラマフェステ
ィバル　東京ドラマ
アワード

特別賞 大友良英（連続テレビ小説「あまちゃん」の音
楽）

地方の時代映像祭 第33回 放送局部門 選奨
戦後史証言プロジェクト　日本人は何をめざし
てきたのか　第 2回「水俣～戦後復興から公害
へ」

ATP賞テレビグラン
プリ2013 第30回

グランプリ 「零戦～搭乗員たちが見つめた太平洋戦争」
ドキュメンタリー部門 最優秀賞 「零戦～搭乗員たちが見つめた太平洋戦争」
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

ATP賞テレビグラン
プリ2013 第30回

情報・バラエティ部門 最優秀賞 「ケンボー先生と山田先生～辞書に人生を捧げ
た二人の男」

ドキュメンタリー部門 優秀賞 BS1スペシャル「それでもジャーナリストは戦場
に立つ」

ドラマ部門 奨励賞 プレミアムドラマ「ペコロス、母に会いに行く」

ドキュメンタリー部門 奨励賞 BS特集「僕らに春は来るのか～シリア難民の子
どもたち」

新人賞

髙橋泰一
日本電波ニュース社・ディレクター
旅のチカラ「失われた故郷の記憶を求めて～サ
ヘル・ローズ　イラン」の演出に対して

小林稔昌
クリエイティブネクサス・ディレクター
青山ワンセグ開発「僕にはまだ友だちがいな
い」の演出に対して

鈴木亜希乃
日テレアックスオン・プロデューサー，ディレ
クター
プレミアムよるドラマ「お父さんは二度死ぬ」
のプロデュースに対して

科学放送高柳記念賞 第44回 科学放送高柳健次郎奨
励賞

NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イ
カ」

フード・アクション・
ニッポンアワード

販売促進・消費促進部
門 優秀賞 「キッチンが走る！」2010年10月 1 日～放送　

42分30秒

文化庁メディア芸術
祭 第17回 エンターテインメント 

部門 審査委員会推薦作品

「TECHNE: 映像の教室」
テクネ映像の教室制作チーム
NHK（制作局・第 1制作センター文化・福祉番
組部）／NED／PARTY／Aoi Pro.／Eleven 
Graphics／BIRDMANで構成された制作チーム

Tokyo SuperStar 
Awards 2013 メディア賞 探検バクモン「“性”をめぐる大冒険」

文化庁芸術祭

テレビ・ドラマ部門
大賞 特集ドラマ「ラジオ」

優秀賞 テレビ60年記念ドラマ「メイドインジャパン」　
第 1回

テレビ・ドキュメンタ
リー部門 優秀賞 NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い～被

爆者と医師の68年」

ラジオ部門　ドラマの
部

大賞 FMシアター「2233歳」
優秀賞 特集オーディオドラマ「瑞穂のくに」

菊島隆三賞 第16回 菊島隆三賞 一色伸幸
特集ドラマ「ラジオ」の脚本に対して

エランドール賞
特別賞 連続テレビ小説「あまちゃん」制作チーム
新人賞 綾野剛（大河ドラマ「八重の桜」）

エランドール賞 新人賞

東出昌大（連続テレビ小説「あまちゃん」「ごち
そうさん」）

能年玲奈（連続テレビ小説「あまちゃん」）
福士蒼汰（連続テレビ小説「あまちゃん」）

橋本愛（連続テレビ小説「あまちゃん」，プレミ
アムドラマ「ハードナッツ！～数学girlの恋する
事件簿」）

ヤング映像クリエー
ターを励ます賞 第15回 経済産業大臣奨励賞 鈴木亜希乃（プレミアムよるドラマ「お父さん

は二度死ぬ」）
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コンクール名 回 部　門 賞 番　組　名　等

ヤング映像クリエー
ターを励ます賞 第15回

優秀賞
相沢あやさ（明日へ～支えあおう「それでも気仙
沼で生きる～フィリピン人女性たちの再出発」）

佐藤洋輔（「探訪　巨大ターミナル」）
ホープ賞 小段好（Rの法則「R的脈アリサイン」）

放送ウーマン賞2013 放送ウーマン賞2013
薬師丸ひろ子（連続テレビ小説「あまちゃん」，
「ケンボー先生と山田先生～辞書に人生を捧げ
た二人の男」）

芸術選奨

文部科学大臣新人賞
（放送）

吉崎健（熊本放送局）
戦後史証言プロジェクト　日本人は何をめざし
てきたのか　第 2回「水俣　戦後復興から公害
へ」の成果

文部科学大臣新人賞
（メディア芸術）

中村勇吾（インターフェースデザイナー）
「デザインあ」やそのイベント展開ほかの成果

科学技術映像祭 第55回

自然・くらし部門 文部科学大臣賞 NHKスペシャル「足元の小宇宙～生命を見つめ
る植物写真家」

科学技術教養部門 文部科学大臣賞 NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い～被
爆者と医師の68年」

研究開発・教育部門 部門優秀賞 「考えるカラス～科学の考え方」＃ 1



第４部　資料編｜NHK

NHK年鑑’14 656

3．第40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 カルチャーショック

⑴ゼニット映像制作
⑵RAIエデュケーショナル
⑶ 2 + 1
⑷ 欧州連合（EU）メディアプ
ログラム支援作品

イ タ リ ア
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 きょうからは、お兄ちゃん ⑴第 2ドイツテレビ（ZDF）

⑵スタジオ・ソイ ド イ ツ テレビ・
映画・
ビデオ児童向け

カテゴリー 文部科学大臣賞 チャレンジ　少女の髪の物語 イスラエル放送協会（IBA） イスラエル

青少年向け
カテゴリー 外務大臣賞 ミッションUS　自由への飛翔 サーティーン/WNET　ニュ

ーヨーク公共メディア ア メ リ カ ゲーム

生涯教育
カテゴリー 東京都知事賞 カルチャーショック

⑴ゼニット映像制作
⑵RAIエデュケーショナル
⑶ 2 + 1
⑷ 欧州連合（EU）メディアプ
ログラム支援作品

イ タ リ ア テレビ・
映画・
ビデオ

福祉教育
カテゴリー NHK会長賞 星の子アルフェ カナダ国立映画制作庁（NF

B） カ ナ ダ

イノベイティ
ブ・メディア
カテゴリー

経済産業大臣賞 NHKクリエイティブ・ライブ
ラリー

⑴日本放送協会（NHK）
⑵NHKエデュケーショナル 日 本 ウェブサイト

特
別
賞

前田賞 釜石の奇跡
～子どもたちが語る3.11 日本放送協会（NHK） 日 本

テレビ・
映画・
ビデオ

国際交流基金理事長賞 嵐の中で

⑴ ニサンサン・プロダクシ
ョンズ＆ファイアフライ・
ピクチャーズ

⑵ サンダンス・インスティ
テュート・ドキュメンタ
リー・ファンド

⑶フランス 5
⑷マコール映画基金
⑸ゲッシャー基金
⑹国民平和基金

イスラエル

ユニセフ賞 まっすぐに智華子、夢へ
～全盲の少女、18歳の軌跡 札幌テレビ放送 日 本

企画部門
放送文化基金賞 通学路は大自然 スリランカ放送協会 スリランカ

日本ユネスコ協会連盟賞 光あれ ドゥルーパッド・コミュニケ
ーション―教育発達メディア バングラデシュ


