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NHKは1965年に日本賞教育番組国際コンクールを創設以来、
メディアの力を信じ教育の可能性を広げる優れた作品に、賞を送り続けてきました。
新型コロナウイルスの脅威と世界中が闘っている今年は、
55年の歴史で初めてオンライン開催となりました。

この厳しい状況の中、世界55の国と地域から282件の応募が寄せられました。
多くの作品や企画は、このコロナ禍に世界の教育メディアが何に取り組んでいるか、
どんな新しいコンテンツが生まれたか、Black Lives Matterに象徴される多様性尊重の動きが
教育コンテンツを大きく変えようとしていることなどを伝えてくれました。

期間中は感染予防対策を行いながら、会場で「コロナと世界の教育メディア」、そして
「多様性を考える」の２つのセッションを開催し、世界各国からもオンラインで参加していただきました。
また制作者に話を聞く「Meet the Finalists」を新設、オンライン授賞式や、ファイナリスト作品視聴など含め、
今年の日本賞に参加してくださった方はのべ2,000人を超え、
コロナ禍で新たな日本賞の一歩を踏み出すことができました。

NHK inaugurated the Japan Prize, the international competition for educational content, in 1965,
believing firmly in the power of the media, and ever since the competition has served as a beacon for 
recognizing outstanding works that expand educational possibilities. 
This year, the competition went online for the first time in its 55-year history
due to the global threat posed by the COVID-19 pandemic. 

Even in these difficult circumstances, 282 entries were received from 55 countries and regions
across the world. Many of the works and proposals revealed much about how the educational media have 
responded to the pandemic, what new kinds of content have been born, and also how recent demands for 
greater respect for diversity, as represented by Black Lives Matter, 
are now bringing great changes to the world of educational content.

Due precautions were taken to prevent transmission of the virus at hall events held during 
the competition period, where the keynote session considered the theme of Educational Media
in the Time of COVID-19, and another session put Diversity and Inclusion in Focus. 
People all over the world participated in both sessions online. A new event, Meet the Finalists, 
was also convened, in addition to the screenings of finalists’ works and the online Awards Ceremony. 
More than 2,000 people took part in this year’s Japan Prize, reinforcing the sense the Japan Prize 
had taken a big new step forward in this COVID-19 year.

第47回 日本賞 教育コンテンツ国際コンクール
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The Report of the Japan Prize 2020
第47回 日本賞 教育コンテンツ国際コンクール報告書

October 26–November 5/Online judging, online and real events at WITH HARAJUKU HALL in Tokyo,
2020年10月26日〜11月5日／東京、オンライン審査、オンライン＆会場イベントWITH HARAJUKU HALL

The East Tower of the three-storied pagoda of Yakushiji Temple in Nara, the national capital of Japan in the 8th Century, is the only 
remaining example of Buddhist architecture of the Hakuho Art Period (645–710 A.D.). The insignia of the Grand Prix Japan Prize is a 
model of the uppermost part of the bronze roof-top ornament of the pagoda.
[right photo by Irie Taikichi] 

白鳳時代の代表的な建築物である奈良・薬師寺の東塔。グランプリ日本賞の賞牌は、この東塔の先端を飾る水
すい

煙
えん
（火

か
焔
えん

の
装飾）をかたどったものです。［写真右撮影／入江 泰吉］
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Foreword by the President of NHK
はじめに
Maeda Terunobu
President of NHK 

前田 晃伸
日本放送協会 会長

The 47th Japan Prize competition 
was a notable success. This year ’s 
Japan Prize went online for the first 
time in its 55-year history against the 
background of the global threat posed 
by the COVID-19 pandemic. On behalf 
of the organizers, I wish to express my 
deep gratitude to everyone who made 
such success possible in these difficult 
circumstances, from the broadcasting 
organizations and production companies 
which entered their works and proposals, 
to the research organizations, jurors 
of the preliminary screening and main 
competition, and all who participated 
both at the venue and online from every 
part of the world. 

The Japan Prize was established 
in 1965 with the aims of improving 
the quality of educational content and 
promoting international understanding 
and  coopera t ion .  For  th i s  year ’s 
competition, we received 282 entries 
from 55 countries and regions around 
the world. 58 of them were chosen for 
the main competition, where 12 jurors 
selected the divisional prize winners 
and Grand Prix winning work through a 
process of long and careful deliberation. 
This year’s judging was all performed 
online and we were concerned at first 
about how well this would go, but, in 
fact, the jurors were able to deliberate 
just as fully as in previous years. 
The public events hosted during the 
competition period even made such good 
use of the online features that far more 
people were able to participate than on 
previous occasions, opening up a whole 
new range of possibilities as a result. 

In this new period of learning how to 
live with COVID-19, the importance of 
educational content that can be studied 
anytime, anywhere, and any number of 
times has only grown. The Japan Prize 
will continue the search for new and 

第47回日本賞を成功裏に終えることができ
ました。今回の日本賞は、新型コロナウイルス
感染症が世界を脅かす中、55年の歴史で初め
てオンラインで開催するという決断を致しま
した。こうした困難な状況においても、作品や
企画を応募いただいた世界各地の放送局、プロ
ダクション、研究機関の皆さま、一次審査・本
審査を引き受けてくださった審査委員の皆さ
ま、そして会場やオンラインでイベントに参加
していただいた世界各地の皆さまなど、すべて
の方々に主催者を代表して心より御礼申し上
げます。

日本賞は、教育コンテンツの質の向上と国際
的な理解と協力の増進を目的に1965年に設立
されました。今回のコンクールには、世界55
の国と地域から、282の応募が寄せられました。
その中から選ばれた58の最終候補について、
12人の審査委員が議論を重ね、各賞、そして
グランプリ日本賞を選考しました。審査はオン
ラインのみで実施することとなり、当初は若
干心配もしましたが、審査委員の皆さまは例年
と同様に真摯な議論を行ってくださいました。
一方で、会期中の公開イベントは、オンライン
という特性を活かすことで、例年をはるかに上
回る方々に参加していただき、新たな可能性も
感じることができました。

“ウィズコロナ” の時代においては、「いつで
も、どこでも、何度でも」学ぶことができる教
育コンテンツの重要性はいっそう高まってい
くのではないかと感じています。日本賞は、こ
のような時代にふさわしい新たな形を模索し
つつ、教育に関心を持つすべての人々をつなぐ
場として、さらなる発展を目指して参ります。
日本賞が今後さらに豊かなコンクールとなり、
社会に貢献し続けることができるよう、変わら
ぬご支援をお願いいたします。

better ways that serve the needs of these 
times as a forum that connects all who 
are interested in education. I ask for 
everyone’s continuing support to make 
the Japan Prize a still richer competition 
that will contribute ever more to society.
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Address by Her Imperial Highness
the Crown Princess

It is a great pleasure for me to attend this “47th Awards 
Ceremony of the JAPAN PRIZE” and meet all of you from 
various places online.

This year, the global pandemic has been affecting people’s 
lives, and children could not study at school and play together 
with others for some time. I feel that the role of works 
utilizing images and sound which help learning, introduce 
diverse viewpoints, or support mental and physical health 
has become greater than ever, and that people have higher 
expectations for your works.

To meet this need, many splendid works have been 
produced through the hard work of creators from all over the 
world, in spite of the recent severe conditions. I would like to 
congratulate all the finalists in the awards.

Also, those who are working for the JAPAN PRIZE under 
many restrictions, including the organizer and jurors, have 
been creative in activities such as carrying out selection and 
public events online. I would like to express my deep gratitude 
for the great efforts to produce works that can bring hope for 
the future.

In closing my address, I sincerely wish that you will 
continue to create excellent works, and that people in the 
world will be impressed by these works and be able to build a 
better future.

本日、第47回「日本賞」授賞式が開催されるにあたり、各地からオン
ラインで参加されている皆さまにご挨拶できますことを、大変うれし
く思います。

今年は、世界的な感染症の拡大が人々の生活に影響を与え、子ども
たちにとっては一緒に学校で学び、遊ぶことができない期間が続きま
した。このような中、映像や音を用いて、学びを助け、多様な視点を
もたらし、心と体の健康を支える作品が果たす役割は、これまでにな
く重要なものとなり、皆さまの作品づくりへの期待は、ますます高まっ
ていると感じております。

こうした期待に応えた世界各地の放送局や制作者の真剣な取り組み
によって、昨今の厳しい状況にもかかわらず、多くの素晴らしい作品
が誕生しました。このたび本審査の対象に選ばれた作品や企画を応募
された皆さまに、心からお慶びを申し上げます。
また、主催者や審査委員をはじめとする「日本賞」に携わってこら
れた方々は、多くの制約がある中、オンラインでの審査や公開イベン
トの実施など、様々な工夫をしてこられました。明日への希望につな
がる作品のためのご尽力に、深く敬意を表します。

今後も皆さまのご活躍によって優れた作品が生み出され、そして、
それらの作品に心を動かされた世界の人々がよりよい未来を築いてい
くことができますよう願い、授賞式に寄せる言葉といたします。

The Awards Ceremony of the 47th JAPAN PRIZE International Contest for Educational Media
Thursday, November 5, 2020

皇嗣妃殿下のおことば

ビデオメッセージ　〜第47回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール授賞式に寄せて〜
令和２年11月５日（木）
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2020年日本賞から
Scenes from the Japan Prize 2020

Online Orientation/Judging
オリエンテーション・審査

Digital Media Division—Online Final Presentation Session
デジタルメディア部門 オンラインプレゼンテーション審査

October 26 30

October 27
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Proposal Pitch—Online Final Presentation Session
新規企画 オンラインプレゼンテーション審査

October 28

Online Events—Meet the Finalists
オンラインイベント 制作者に聞く

November 1 4
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2020年日本賞から
Scenes from the Japan Prize 2020

November 2 4Online and Real Events
—Theme Focus Sessions, Screenings

オンライン＆会場イベント テーマ別セッション、作品上映
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November 5
Awards Ceremony

授賞式



JAPAN PRIZE 20208

審査委員長からのメッセージ
Messages from the Chairpersons of the Jury

This year—for the first time in Japan Prize history—the 
members of the Jury had the discussions virtually. It was a big 
challenge, but the finalists’ works were so extraordinary that they 
made us immediately jump into the conversations as if we were all 
physically together. And we were, because our hearts were together. 

We had the great opportunity to watch marvellous productions 
from any point of view: the storytelling techniques, the themes, 
the educational goals, perspectives, aesthetics, and production.
It was such an eclectic and compelling group of programs that 
it generated enlightening discussions in the Jury: mesmerizing 
animation, so well scripted fictions, brave documentaries, 
immersive projects that took our breath away… We were 
surprised by the courage to deal with difficult and contemporary 
issues with the most beautiful and creative narratives as well.

Gender and female role models, environment, multiculturalism 
and racism, diversity and mutual understanding, news and 
journalism, life and death were the big topics of this year.

What we found in common between the winners’ works was a 
deep and emotional approach that, at the same time, immediately 
led us to reflection.

They all showed the importance of talking and sharing our 
thoughts, our fears, our emotions. They showed the need for 
listening, empathy and cultural change for the times we face. All 
of them inspire us, in different ways, to make a better world.

This is the challenge of Educational Programs and Media, and 
this is the challenge more than ever.

Every great story begins with an idea or vision, that is then 
crafted into a proposal. These proposals provide an important 
blueprint for what is to come—a documentary, an animated 
series or a short film.

This year’s Japan Prize Proposal finalists come from many 
different countries—Afghanistan, Kenya, Ecuador, Bangladesh 
and Kyrgyz. Regardless of their background, their passionate 
proposals are driven by deep issues that speak to all of us.

Strikingly, all the ideas focus on young girls and women, 
and the critical role of education in their lives. They reflect the 
various challenges and obstacles still faced by women today, 
namely in getting access to schooling and equal opportunities, 
and ultimately, achieving their potential. While education 
is crucial to improving lives, we often take it for granted. It 
still remains an overlooked issue that needs more stories and 
attention, like those by our finalists—to help create awareness 
and trigger social change.

On behalf of the jury, we thank everyone for submitting their 
proposals. Although the Japan Prize can only award two winners 
in this division, we really hope to see all the films produced—
and wish everyone the best in making them happen. Till next 
year—keep going!

今年、日本賞史上初めて、審査委員たちのディスカッションがオンライン

上で行われました。大きな試練に思えましたが、本審査に残ったのは並外れ

て秀れた作品ばかりだったため、早々に会話を始めることができました。そ

れはまるで物理的に同じ空間に集っているようでした。いえ、実際にそうだっ

たのです。私たちの心は一つだったのですから。

話の展開のしかた、テーマ、教育目標、視点、美、そして制作手法。私た

ちは、あらゆる点において優れた作品を見るというすばらしい機会に恵まれ

ました。それらはさまざまな魅力をそなえた、あまりにも力強い作品群であっ

たため、審査委員たちの間には、理解を深め合える刺激的なディスカッション

が沸き起こりました。魅惑的なアニメーション、見事な脚本のフィクション、

勇敢なドキュメンタリー、息を呑むように美しい没入型プロジェクト、など

などです。それらの作品が難しい現代の問題に挑み、それをこの上なく美し

く独創的な語り口で描き出す勇気に驚かされました。

ジェンダーと女性のロールモデル、環境、多文化主義と人種差別主義、多

様性と相互理解、報道とジャーナリズム、生と死が今年の大きなテーマでし

た。私たちが受賞作品の共通点として見つけ出したのは、奥深く情緒豊かで

あると同時に、見るものに即座に内省を促すようなアプローチです。

受賞作品はすべて、対話をすることの大切さ、思考や恐れや感情を共有す

ることの大切さを伝えるものでした。そして、耳を傾け、共感し、時代に合

わせて文化的変化を起こすことの必要性を示していました。それらはすべて、

それぞれ異なった方法で、世界をよりよい場所にするよう私たちを勇気づけ

てくれます。

これこそが教育番組と教育メディアのチャレンジであり、今こそ取り組む

べきことなのです。

すばらしいストーリーというものはどれも、アイデアやビジョンから始ま

り、それが企画へと落とし込まれていきます。こうした企画から、完成版の

カギとなる設計図が描かれ、ドキュメンタリーやアニメシリーズ、短編といっ

た形になります。

今回の日本賞新規企画ファイナリストは、さまざまな国から選ばれました。

アフガニスタン、ケニア、エクアドル、バングラデシュ、キルギスといった

国々です。それぞれのバックグラウンドに関係なく、重大な課題に突き動か

され、熱意のこもった企画は、私たちに訴えかけるものがあります。

際立っていたのは、すべてのアイデアが少女や女性を取り上げ、彼女たち

の人生における教育の重要性に焦点を当てていたことです。現在でも女性の

前に立ちはだかるいろいろな課題や障害を反映しています。学校に通う、平

等な機会を得る、そして最終的には自分の可能性を発揮する、などにおける

障害です。生活の向上に教育は不可欠ですが、私たちはそれを当たり前だと

思いがちです。しかし、見過ごされた問題はまだあるのです。今回のファイ

ナリストたちのように、そのストーリーを取り上げ、関心を持つことが必要

です。そうすれば問題意識が生まれ、社会を変えるきっかけとなります。

審査委員を代表して、企画をエントリーしてくださったすべての皆さんに

お礼を申し上げます。日本賞で受賞できるのは２つの企画だけですが、どの

エントリーについても、完成した作品を楽しみにしています。企画が実現する

よう皆さんのご健闘をお祈りします。来年の開催まで前進し続けてください。

Chairperson of Audiovisual Works
コンテンツ作品審査委員長

Fernanda
             Rotondaro
フェルナンダ・ロトンダーロ

Chairperson of Proposal Pitch
新規企画審査委員長

Galen
          Yeo
ギャレン・ヨー



9JAPAN PRIZE 2020

本審査委員
Final Selection Jurors

Senior Director, Content
PBS KIDS Digital

PBS
<United States>

PBS
PBS KIDS デジタル

コンテンツ・シニアディレクター
＜アメリカ＞

Director, Content Producer, Artist
<Argentina>
ディレクター

コンテンツ・プロデューサー
アーティスト

＜アルゼンチン＞

Abby Jenkins
アビー・ジェンキンス

Fernanda Rotondaro
フェルナンダ・ロトンダーロ

Programme Manager SABC2
Acting Programme Manager SABC3

South African Broadcasting Corporation (SABC)
<South Africa>

南アフリカ放送協会（SABC） 
プログラムマネージャー（SABC2）

プログラムマネージャー代理（SABC3)
＜南アフリカ＞

Jacqueline Hlongwane
ジャクリーヌ・ヒョンワニー

Chairperson of Audiovisual Works
コンテンツ作品審査委員長

Leader of Committee 1
第一部会リーダー

Creative Director/Producer/Partner
Zumbastico Studios

<Chile>
ズンバスティコ スタジオ

クリエイティブディレクター
プロデューサー、共同経営者

＜チリ＞

Alvaro Ceppi
アルバロ・セピ

AUDIOVISUAL WORKS [Pre-school, Primary & Digital Media Divisions] / PROPOSAL PITCH
コンテンツ作品［幼児向け部門／児童向け部門／デジタルメディア部門］／新規企画COMMITTEE 

第一部会 1

Executive Producer
Digital Content and Strategy 

National Film Board of Canada (NFB)
<Canada>

カナダ国立映画制作庁（NFB）
エグゼクティブプロデューサー
（デジタルコンテンツ・戦略）

＜カナダ＞

Commissioning Executive - Digital,
Social and Youth

BBC Scotland
<United Kingdom>
BBCスコットランド

コミッショニング エグゼクティブ
（デジタル、ソーシャル、青少年）

＜イギリス＞

Rob McLaughlin
ロブ・ミクロークリン

Leader of Committee 2
第二部会リーダー

Conversation Editor
The Correspondent

<Netherlands>
ザ・コレスポンデント

カンバセーションエディター
＜オランダ＞

Nabeelah Shabbir
ナビーラ・シャビア

Leader of Digital Media Division
デジタルメディア部門リーダー

Executive Producer
Unit 6 (Media Design)

Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation) 

<Japan>
日本放送協会 (NHK)

制作局 第６制作ユニット（新領域開発）
エグゼクティブ・プロデューサー

＜日本＞

Sugie Akihiko
杉江 亮彦

Louise Thornton
ルイーズ・ソーントン

AUDIOVISUAL WORKS [Youth & Digital Media Divisions] / PROPOSAL PITCH
コンテンツ作品［青少年向け部門／デジタルメディア部門］／新規企画COMMITTEE 

第二部会 2

Program Producer
Al Jazeera Network – Center for Liberties 

& Human Rights
<Qatar>

アルジャジーラ・ネットワーク
自由人権センター

プロデューサー
＜カタール＞

Khadija Ouled Addi
カディージャ・ウレド・アディ

Leader of Committee 3
第三部会リーダー

Chairperson of Proposal Pitch
新規企画審査委員長

Director, International Department
Taiwan Public Television
Service Foundation (PTS)

<Taiwan>
台湾公共テレビ（PTS)

国際部 部長
＜台湾＞

Wuan-ling Guo
ワンリン・グオ

International Partners,
Working Groups and Panels

Prix Italia / Radiotelevisione Italiana (RAI)
<Italy>

イタリア賞／イタリア放送協会（RAI）
国際パートナーズ

ワーキンググループ&パネル統括
＜イタリア＞

Irina Stoilova
イリーナ・ストイローヴァ

CEO & Creative Director
The Moving Visuals Co.

<Singapore>
ザ・ムービング・ビジュアルズ

コーポレーション
CEO、クリエイティブディレクター

＜シンガポール＞

Galen Yeo
ギャレン・ヨー

AUDIOVISUAL WORKS [Lifelong Learning & Digital Media Divisions] / PROPOSAL PITCH
コンテンツ作品［一般向け部門／デジタルメディア部門］／新規企画COMMITTEE 

第三部会 3
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一次審査委員

Preliminary
Selection
Jurors

Executive Producer – Content Hub
Namibian Broadcasting Corporation (NBC)
<Namibia>
ナミビア放送協会（NBC）
エグゼクティブプロデューサー

（コンテンツハブ）
＜ナミビア＞

Senior Director, Content
PBS KIDS Digital
PBS
<United States>
PBS
PBS KIDS デジタル
コンテンツ・シニアディレクター
＜アメリカ＞

Glynis
Beukes-Kapa
グリニス・ビアケス・
カパ

Ramona
Bergmann
ラモーナ・バーグマン

Dimitra
Kouzi 
ディミトラ・クジ　

Nakamura
Shinichiro
中村 真一朗

Abby
Jenkins
アビー・ジェンキンス

Kando
Saori
観堂 早織

Sunsook
Nam 
サンスク・ナム

Rianne
Vogel
リアンヌ・ヴォーゲル

Creative Producer/Author
LOOKSfilm
<Germany>
LOOKSfilm
クリエイティブプロデューサー
作家
＜ドイツ＞

Principal Program Director
Unit 1 (Youth & Education)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
日本放送協会（NHK）
制作局 第１制作ユニット（教育・次世代）
チーフ・ディレクター
＜日本＞

Documentary Coach, Producer/Director
Kouzi Productions
<Greece>
クジプロダクションズ
ドキュメンタリーコーチ
プロデューサー、ディレクター
＜ギリシャ＞

Producer, Department of Program Commissioning
Korea Educational Broadcasting System (EBS)
<Republic of Korea>
韓国教育放送公社（EBS）
番組コミッショニング局
プロデューサー 
＜韓国＞

Program Director
Unit 1 (Youth & Education)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
日本放送協会（NHK）
制作局 第１制作ユニット（教育・次世代）
ディレクター
＜日本＞

Head of Education
Cinekid
<Netherlands>
シネキッド
教育部
部長 
＜オランダ＞

Leader of Committee 1
第一部会リーダー

Leader of Committee 2
第二部会リーダー

Pre-school Division
幼児向け部門

COMMITTEE 

第一部会 1
Primary Division

児童向け部門

COMMITTEE 

第二部会 2
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Showrunner/Scriptwriter/Director
Norwegian Broadcasting Company (NRK)
<Norway>
ノルウェー放送協会（NRK）
制作現場責任者、脚本家
ディレクター
＜ノルウェー＞

Head of Production
DOClabs Beijing
<China>
ドックラボ ペキン
制作部
部長
＜中国＞

Scriptwriter – Director
Finnish Broadcasting Company (YLE)
<Finland>
フィンランド放送協会（YLE）
脚本家、
ディレクター
＜フィンランド＞

Anne
Wisløff
アンナ・ウィスロフ

Hamdhoon
Rashad
ハムドフーン・
ラシャード

Takesada
Mami
武貞 真未

Uno
Yuichiro
宇野 裕一郎

Kathy
Li
キャシー・リー

Rawan
Damen
ラワーン・ダーメン

Mano
Shuichi
真野 修一

Sugano
Makoto
菅野 誠

Harto
Hänninen
ハルト・ハンニネン

Hase
Eriko
長谷 英里子

Liliana De la
Quintana
リリアナ・デ・ラ・
クインターナ

Silva
Skender
シルヴァ・スケンダー

Project Manager New Media
Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU)
<Malaysia>
アジア太平洋放送連合（ABU）
ニューメディア・プロジェクトマネージャー
＜マレーシア＞

Director General
Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ)
<Jordan>
ARIJ（調査報道のためのアラブ記者ネットワーク）
ARIJ事務局長
＜ヨルダン＞

Senior Producer
Unit 6 (Media Design)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
日本放送協会（NHK）
制作局 第６制作ユニット（新領域開発）
チーフ・プロデューサー
＜日本＞

Community Manager
Code for Japan
<Japan>
一般社団法人 コード・フォー・ジャパン
コミュニティーマネージャー
＜日本＞

Senior Producer
Unit 3 (Science, Welfare & Lifestyle)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
日本放送協会（NHK）
制作局 第３制作ユニット（科学・福祉・ライフ）
チーフ・プロデューサー
＜日本＞

Project Manager/Director
Nicobis/Kolibri International Film Festival
for Childhood and Youth
<Bolivia>
ニコビス／コリブリ国際子ども映画祭
プロジェクトマネージャー
ディレクター
＜ボリビア＞

Principal Program Director
Digital Center, General Broadcasting Administration
Chief Editor, YouTube NHK Channel
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
日本放送協会（NHK）
放送総局デジタルセンター
チーフ・ディレクター／YouTube NHKチャンネル編集長
＜日本＞

Director/Producer
Telecom Staff Inc.
<Japan>
テレコムスタッフ株式会社
ディレクター、プロデューサー
＜日本＞

Editor Coordinator
HRT
<Croatia>
クロアチア国営放送（HRT）
エディターコーディネーター
＜クロアチア＞

Leader of Committee 3
第三部会リーダー

Leader of Committee 4
第四部会リーダー

Leader of Committee 5
第五部会リーダー

Youth Division
青少年向け部門

COMMITTEE 

第三部会 3
Lifelong Learning Division

一般向け部門

COMMITTEE 

第四部会 4
Digital Media Division

デジタルメディア部門

COMMITTEE 

第五部会 5
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The Best Work in Each Division

The Grand Prix Japan Prize

The Japan Foundation President’s
Prize

The School That Tried To End 
Racism Proper Content United

Kingdom

An excellent work that encourages mutual understanding among nations and races or contributes to cultural exchange

The UNICEF Prize Beautiful Something Left Behind Good Company Pictures Denmark

An excellent work that promotes understanding of the lives of children in difficult situations

The Best Proposal

Special Prizes

The National Federation of UNESCO
Associations in Japan Prize My Dream Profession Children 5 Palcev Animation Studio

An excellent proposal for a TV program which will contribute to education in an entrant’s country/region and to the promotion of ESD
(Education for Sustainable Development)

Excellent Proposal

TV
48’20"

Film
88’39"

The Hoso Bunka Foundation Prize Uncut Voices Adults NTV Kenya

The most outstanding proposal for a TV program which will contribute to education in an entrant’s country/region

Kyrgyz

Prize Title Organization Country/
Region

Media/
Duration

Audiovisual Works

Proposal Pitch

The Best Work in the Pre-school Division
(The Minister for Internal Affairs and 
Communications Prize)

SHOOOM’S ODYSSEY Picolo Pictures
Bardaf! Productions 

France
Belgium

The best work among educational audiovisual contents for pre-school children up to around age 6

The Best Work in the Primary Division
(The Minister of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology Prize)

Hardball
Across the Ditch Northern Pictures Australia

The best work among educational audiovisual contents for primary school children around ages 6 to 12

The Best Work in the Youth Division
(The Minister for Foreign Affairs Prize)

Gods of Molenbeek Zone2 Pictures Finland

The best work among educational audiovisual contents for youths around ages 12 to 18

The Best Work in the
Lifelong Learning Division
(The Governor of Tokyo Prize)

This is Not a Movie
TINAM Inc.
SUTOR KOLONKO
National Film Board of Canada (NFB)

Canada
Germany

The best work among educational audiovisual contents for adults around ages 18 and over 

The Best Work in the
Digital Media Division
(The Minister of Economy, Trade and Industry Prize)

The Book of Distance National Film Board of Canada (NFB) Canada

The best work among educational audiovisual contents that open up new learning possibilities by taking advantage of the characteristics of digital media
(Pre-school/Primary or Youth/Lifelong Learning)

TV
26’00"

TV
20’39"

Film
72’17"

Film
106’00"

Application
Software

The Grand Prix Japan Prize 2020 Gods of Molenbeek Zone2 Pictures Finland

The most outstanding work among all of the audiovisual entries which excels in its ability to educate, in its pertinence to the requirements of the times, 
and in its contribution to educational media

Film
72’17"

Target Age
Group

受賞作品・企画一覧
List of Prize Winners
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優秀賞

最優秀賞

特別賞

国際交流基金理事長賞 人種差別と闘った中学校の三週間 プロパー・コンテント イギリス

国家・民族間の相互理解を促す、または文化の交流に貢献する優れた作品

ユニセフ賞 遺された子どもたち グッド・カンパニー・ピクチャーズ デン
マーク

困難な状況下にある子どもの生活や境遇についての理解を促す優れた作品

放送文化基金賞 拒絶の声 大人向け NTV ケニア

予算・機材などの制作条件が十分でない国・地域の教育に役立つ最も優れたテレビ番組の企画

日本ユネスコ協会連盟賞 あこがれの職業 子ども向け ５パルセフ・アニメーションスタジオ キルギス

予算・機材などの制作条件が十分でない国・地域の教育に役立ち、かつESD（持続可能な開発のための教育）に貢献する優れたテレビ番組の企画

各カテゴリー最優秀賞

グランプリ日本賞

各部門 最優秀賞

テレビ
48分20秒

映画
88分39秒

賞 作品名 メディア／時間 国・地域制作機関

コンテンツ作品

新規企画

幼児向け部門最優秀賞
（総務大臣賞）

シュームの大冒険 
～ママはどこ？～ 

ピコロ ピクチャーズ 
バルダフ！プロダクション

フランス
ベルギー

０歳〜６歳までの未就学児の教育に役立つ最も優秀なコンテンツ

児童向け部門最優秀賞
（文部科学大臣賞）

ハードボール 
～違いを越えて～ ノーザンピクチャーズ オースト

ラリア

６歳〜12歳までの初等教育課程の子どもの教育に役立つ最も優秀なコンテンツ

青少年向け部門最優秀賞
（外務大臣賞）

テロの街の天使たち 
～ブリュッセル６歳児日記～ ゾーン２ピクチャーズ フィン

ランド

12歳〜18歳までの青少年の教育に役立つ最も優秀なコンテンツ

一般向け部門最優秀賞
（東京都知事賞）

ディス・イズ・ノット・ア・ムービー
真実を伝えるということ

ティナム 
ストール・コロンコ 
カナダ国立映画制作庁（NFB）

カナダ
ドイツ

大人の学びに役立つ最も優秀なコンテンツ（18歳以上が対象）

デジタルメディア部門最優秀賞
（経済産業大臣賞） ブック・オブ・ディスタンス カナダ国立映画制作庁（NFB） カナダ

デジタルメディアを活用し、新たな学びの可能性を切り拓く最も優秀なコンテンツ（幼児・児童向けあるいは青少年・一般向け）

テレビ
26分00秒

テレビ
20分39秒

映画
72分17秒

映画
106分00秒

アプリケーション
ソフトウェア 

第47回 グランプリ日本賞 テロの街の天使たち 
～ブリュッセル６歳児日記～ ゾーン２ピクチャーズ フィン

ランド

コンテンツ部門の各カテゴリー最優秀作品の中から、最も教育的効果が高く、的確に時代の要請に応え、教育メディアの発展に寄与するコンテンツ

映画
72分17秒

対象年齢
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Audiovisual 
Works

［コンテンツ作品］

Prize Winners［受賞作品］

第47回 グランプリ日本賞
The Grand Prix Japan Prize 2020

Zone2 Pictures [Finland]
ゾーン２ピクチャーズ［フィンランド］

Gods of Molenbeek
テロの街の天使たち ～ブリュッセル６歳児日記～ 

Film • 映画

We are very honoured on this recognition. It feels really meaningful. At 
these difficult times when we are held distant from each other, maybe Gods of 
Molenbeek tells us about friendship over cultural borders.

I have learned a lot from the six-years-old main characters of the film. Their 
curiosity and open-mindedness show that it is quite possible to live on cultural 
interfaces without black and white divisions. Even if they think differently it does 
not give rise to fear and hate but to wonderment and willing to learn new things. 
Our main protagonists discuss about their different standpoints without judging. 
They always find more things which join them rather than separates. And that’s why 
I think the message they give is important in today’s world, where lines between us 
and “the others” are so often drawn on the basis of religion or on worldviews.

この作品を認めてくださり、とても光栄に思っています。私たちにとって大変意味のある受
賞です。お互いから距離を取らざるを得ない困難な時代において、『テロの街の天使たち』が文
化の壁を越えた友情を教えてくれているのでしょう。

私は、作品の主人公である６歳児たちから多くを学びました。彼らの好奇心と柔軟な心が示
しているのは、境界線がはっきりしない文化の接点でも、人々は十分に共存できるということ
です。たとえ子どもたちがそのように思っていなくても、そうした暮らしが引き起こすのは、恐
怖や嫌悪ではなく、驚きと新たな知識への意欲です。主人公たちは、それぞれの意見を語ります。
そしてお互いに批判はしません。彼らはいつも多くのことを発見しますが、それによってバラ
バラになるのではなく、結びついていくのです。だからこそ、彼らが発するメッセージは今の
世界に重要なのだと思います。現在の社会では、自分たちと「それ以外」の間に境界線があり、
それは往々にして宗教や世界観に基づいて引かれているからです。

Reetta Huhtanen
Director
Zone2 Pictures
レータ・フフタネン
ゾーン２ピクチャーズ
ディレクター

Recipient 受賞者

▲ The Grand Prix winner is announced.　授賞式でのグランプリ発表の瞬間
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Gods of Molenbeek

Gods of Molenbeek is a unique, subtle and powerful 
documentary that stands out for its sensitivity to portray the 
friendship of six-year-old children, through their existential 
questions. 

With the camera at their eye level and with extraordinary 
close-ups, the film introduces us into their search for 
meaning: what is the name of your God? Who is the 
greatest God in the world? What comes after death? 

These questions arise naturally as they draw, play with 
magic flying carpets and run through the streets of a 
multicultural Brussels neighbourhood hit by violence.

Just with the children’s dialogue, this wonderful story 
underlines the importance of multiple answers, celebrates 
diversity and tolerance. 

Gods of Molenbeek shows that childhood is a free 
territory for questions that are later hidden behind the 
contradictions of adulthood. 

Finally, this documentary challenges us to recover our 
deepest humanity, to search for new meanings and to 
understand our complex, chaotic, but still beautiful world. 

『テロの街の天使たち ～ブリュッセル６歳児日記～』は、繊細で
ありながら力強く、他に類を見ないドキュメンタリーです。人生に
おける大きな問いを通して、６歳児たちの友情を感受性豊かに描い
ている点が際立っています。

子どもたちの目線で、しかも驚くほど子どもたちに迫った映像に
よって、私たちは次第に彼らの問いに引き込まれていきます。「きみ
の神様の名前は？」「世界でいちばん偉大な神様はだれ？」「死んだ

らどうなるの？」
こうした問いは、彼らが絵を描き、空飛ぶ魔法のじゅうたんごっ

こをしている時に、ごく自然に投げかけられます。暴力に見舞われ
た多文化都市ブリュッセルの通りを走り回っている時も同じです。

このすばらしい物語は、子どもたちの言葉によって「答えはひと
つでないこと」の重要性を明確にし、多様性と寛容さをたたえてい
るのです。

『テロの街の天使たち』は、幼少期にはどんな疑問も受け入れる
土壌があるということを示
しています。それは大人に
なると、矛盾というものの
陰に隠されてしまいます。

そしてこのドキュメンタ
リーは、私たちが本来持っ
ている人間性を取り戻させ
てくれます。さらに新しい
人生の意義を探し求め、複
雑で混とんとした、それで
もなお美しいこの世界を理
解しようと、私たちを奮い
立たせてくれるのです。

Jury Comments on 
the Grand Prix Japan Prize

Fernanda Rotondaro  フェルナンダ・ロトンダーロ

グランプリ日本賞 審査講評
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Audiovisual Works［コンテンツ作品］
Prize Winners［受賞作品］

SHOOOM’S ODYSSEY
Picolo Pictures [France], Bardaf! Productions [Belgium]

シュームの大冒険 ～ママはどこ？～
ピコロ ピクチャーズ［フランス］、バルダフ！プロダクション［ベルギー］

The Best Work in the Pre-school Division
The Minister for Internal Affairs and Communications Prize
幼児向け部門最優秀賞

（総務大臣賞）

TV • テレビ

Julien Bisaro/Claire Paoletti
Director/Producer
Picolo Pictures
ジュリアン・ビサロ／
クレア・パオレッティ
ピコロ ピクチャーズ
ディレクター／プロデューサー

Recipient 受賞者

Content
This animated story follows the adventures of Shooom, a 

fledgling owl. Set in a waterfront town in the aftermath of 
a storm, Shooom takes her unhatched sibling on a journey 
to find their mother. Along the way, they are chased by a 
crocodile and saved by an otter. For the two of them, each 
encounter is an opportunity for growth. Will Shooom and 
her sibling be reunited with their mother? Nuanced visuals, 
uplifting music and sound design stimulate the curiosity of 
children.

Producer’s Comments Julien Bisaro/Claire Paoletti

We are greatly honoured to receive this prize in such a 
prestigious festival and the recognition for this film in Japan. 
We want to thank the organizers of NHK Japan Prize and the 

distinguished jury. It’s important to us that the Prize took place 
despite the pandemic situation. We’d have loved so much to 
be there and to share the film with all of you! 

Shooom’s Odyssey is an emotional coming-of-age story 
targeted to the little ones about an owlet searching for 
unconditional love without fear nor judgement. Even if her 
world is turned upside down, she is able to find a new home 
and built a unique adoptive family. This is the universal 
and positive message we want to share with our spectators: 
one can always find a place in which to be happy. We are 
particularly moved to share this message with Japanese 
children!

作品内容
卵からかえったばかりの赤ちゃんふくろう、シュームの冒険を描いた

アニメーション番組。嵐が過ぎ去った後の水辺の町
を舞台に、弟である卵を引き連れて、行方が分から
なくなった母鳥探しの旅に出る。途中、ワニに追い
かけられたり、カワイタチに助けてもらったり、さ
まざまな生き物たちとの出会いを通して成長をとげ
ていくシューム。果たしてシュームと卵は、無事に
母鳥と再会できるのか？　ぬくもりを感じる映像と
軽快な音楽で子どもたちの好奇心を刺激する番組。

制作者コメント ジュリアン・ビサロ／クレア・パオレッティ

このような名誉あるコンクールで受賞できたこと
をたいへん光栄に思います。NHK日本賞、そして審
査委員の皆さまに感謝いたします。パンデミック下
で日本賞が開催されたことは私たちにとって大きな
意味があります。日本へ行って、この作品を皆さん
に直接ご紹介できればさらによかったのですが！

『シュームの大冒険 ～ママはどこ？～』は、赤
ちゃんふくろうが、相手を恐れたり、決めつけるこ
となく無償の愛を探し求める、小さな子どもたちに
向けた心をゆさぶる成長の物語です。シュームは、
周囲の世界がさかさまになっても新しい家をみつけ、
血のつながりはなくとも唯一無二のすてきな家族を
作ることができました。私たちが視聴者の子どもた
ちに届けたいのは普遍的で前向きなメッセージです。
それは「人は必ず幸せになれる場所を見つけられる」
というもの。このメッセージを日本の子どもたちと
分かち合えると思うと感激もひとしおです。
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Shooom’s Odyssey is a delightful and enchanting 
animated short film about family, environmental issues 
and empathy. Produced with great intent and thought, 
Shooom’s Odyssey follows the journey of our adorable 
owlet siblings, Shooom and Squeak, as they search for 
a new family after they were separated from their own 
family during a terrible storm. Along the way, they face 
a number of challenges and experience moments of fear, 
separation and anxiety. This piece 
has very strong educational outcomes 
such the importance of respecting our 
nature and the environment as well as 
the need to belong and to be accepted. 
With very little dialogue, the pictures do 
all the talking making it easier for pre-
school children to follow the narrative 
and connect the dots for themselves. 
Shooom’s Odyssey is a strong and well-
crafted piece with high production 
values and as jurors we were unanimous 
that it was worthy for the best work in 
the Pre-school Division.

Pichintun—Panchita, a circus girl ピチントゥン─サーカス少女パンチータ
Chile  Consejo Nacional de Televisión チリ  

A docu-animation about children in different parts 
of Chile. In each chapter we meet real children who 
tell us who they are, what they like to do, where 
they live, all through animated characters in 2 and 3D 
technique.

チリのさまざまな地域に住む子どもたちを紹介する
ドキュメンタリー・アニメーション。毎回、実在す
る子どもが登場し、どんな子なのか、何が好きなのか、
どんなところに住んでいるのかを、アニメと実写で
教えてくれます。

Little J & Big Cuz Series 2—Goodbye Swooper リトル・ジェイとビッグ・カズ シリーズ２─さよならスウーパー
Australia  Ned Lander Media オーストラリア  

Little J, he’s five and Big Cuz, she’s nine. They’re a 
couple of Indigenous Australian kids living with their 
Nanna and Old Dog. With the help of Nanna and 
their teacher Ms Chen, Little J and Big Cuz are finding 
out all about culture, community and country. 

リトル・ジェイは５歳の男の子、ビッグ・カズは９歳の
女の子。ふたりはオーストラリア先住民の子どもたちで、
おばあさんと「おじいちゃん犬」と一緒に暮らしてい
ます。おばあさんと担任のチェン先生に助けられなが
ら、自分たちの文化、コミュニティー、そしてオースト
ラリア全体についてあらゆることを学んでいきます。

TV

TV

Pre-school Division　幼児向け部門

『シュームの大冒険 ～ママはどこ？～』は、家族、環境問題、共
感を描いた、楽しくて魅力的な短編アニメーションです。しっかり
とした意図と考えに基づいて制作されたこの作品は、愛らしいふく
ろうの姉弟シュームとスキークの冒険物語です。２羽は激しい嵐に
よって家族から引き離され、新しい家族を探しています。その途中
で、数々の困難に直面し、恐怖や別れ、不安を経験します。教育的
な成果も大いに期待でき、自然や環境を大切にすることの重要性や、
いるべき場所に受け入れられることの必要性を伝えています。セリ
フはほとんどなく、映像がすべてを語っているため、就学前の幼児
でも容易にストーリーを理解し、自分で全体像を把握することがで
きます。精巧に作られた力強い作品で、制作価値が高く、私たち審
査委員は、全員一致で幼児向け部門の最優秀賞にふさわしいと判断
しました。

Jurors for the Pre-school & Primary Divisions
第一部会 幼児・児童向け部門審査委員

Jacqueline Hlongwane <South Africa>
ジャクリーヌ・ヒョンワニー ＜南アフリカ＞

Alvaro Ceppi <Chile>
アルバロ・セピ ＜チリ＞

Abby Jenkins <United States>
アビー・ジェンキンス ＜アメリカ＞

Fernanda Rotondaro <Argentina>
フェルナンダ・ロトンダーロ ＜アルゼンチン＞

COMMITTEE 

Jury Comments on the Best Work
in the Pre-school Division

Jacqueline Hlongwane  ジャクリーヌ・ヒョンワニー

幼児向け部門最優秀賞 審査講評

1

Runners-up ［優秀賞］
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Audiovisual Works［コンテンツ作品］

Hardball
Across the Ditch
Northern Pictures [Australia]

ハードボール ～違いを越えて～
ノーザンピクチャーズ［オーストラリア］

The Best Work in the Primary Division
The Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology Prize
児童向け部門最優秀賞

（文部科学大臣賞）

TV • テレビ

Catherine Nebauer
Executive Producer
Northern Pictures
キャサリン・ネバウアー
ノーザンピクチャーズ
エグセクティブプロデューサー

Recipient 受賞者

Prize Winners［受賞作品］

Content
Mikey is a 10 year-old boy who left his native New Zealand 

to start a new life in Sydney with his Dad. With a touch of 
comedy, the drama portrays Mikey’s struggles and triumphs 
as he navigates through life in his new school. On the first day 
of school, Mikey is greeted by Ms. Crapper, his teacher, and 
Tiffany, his classmate, who both give him a hard time. Mikey 
soon realizes that the way to obtain the respect and approval 
of his peers is to win at handball. Characters of different 
abilities and backgrounds provide the basis for this diverse 
and inclusive comedy. Mikey’s positive outlook and cheerful 
demeanor encourage young viewers to practice acceptance 
and empathy.

Producer’s Comments Catherine Nebauer

The Japan Prize is a highly prestigious and coveted award 
and we are grateful to have been selected and over the moon 
to be announced as the winner of the Primary Division. I was 
most appreciative that the humour and heart of our little show 
came through to the judges. We set out to make an inclusive 
series that was a true representation of our diverse culture 
and the response to this has validated this, both in receiving 
this prize, and due to the response this has received globally. 
Thank you so much for your support and this recognition.

作品内容
ニュージーランドからオーストラリアに引っ越してきた10歳の少年

マイキーが、新しい学校で直面する戸惑いや発見をコメディータッチ
で描いた学園ドラマ。登校初日、転校生のマイキーは、教師のミズ・
クラッパーや優等生ティファニーらの手厳しい出迎えを受け前途多難

を予感する。クラスメートたちに認めてもらうためには、校庭で繰り
広げられるハンドボールと呼ばれるゲームで実力を見せつけなければ
ならない…。ドラマには多様な文化や人種、異なる能力をもった生徒
たちが次々に登場。すべてをポジティブに受け入れ、明るく生きるマ
イキーの姿を通して、寛容さや思いやりの大切さを伝える作品。

制作者コメント キャサリン・ネバウアー

日本賞は非常に権威があり、誰もがその受賞を望んでいます。児童
向け部門最優秀賞に選ばれ、発表されたことはこの上ない喜びでした。
何よりも嬉しかったのは、作品のユーモアと真髄が審査委員の方々に
伝わったことです。私たちは、多様性豊かな文化を真に映し出す、イン
クルーシブな（誰も排除しない）シリーズものを目指して制作を開始し
ました。そして、今回の受賞によって、この取り組みが世界的に受け
入れられたことが証明されました。ご支持いただき、認めてくださっ
たことを感謝いたします。
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The success of Hardball lies in its simple plot, witty 
dialogue and well-developed characters. After moving 
to Australia from New Zealand, Mikey, struggling to fit 
it in, finds himself caught up in the middle of a highly 
competitive schoolyard game of handball. Can he move 
from zero to hero by toppling over the pompous current 
reigning champion?

Hardball is a fish-out-of-water fictional comedy series 
with a simple but clear storyline. Boasting a diverse and 
talented cast, the characters are well-developed and the 
dialogue is witty with great comedic timing; resulting in 
a heart-warming and 
endearing series that 
delicately strikes a good 
between humour and the 
more serious subjects 
that it tackles such as 
emig ra t i on ,  f ami ly, 
d ivers i ty  and socia l 
inequality.

The jurors appreciated 
its  unique approach, 
i n n o v a t i o n ,  h i g h 

Talking Heads—Annemarie, Zhuan, Marijn, Taysen トーキング・ヘッズ─アンマリー、ズーアン、マレーン、タイセン
Netherlands  Keplerfilm オランダ  

While getting a haircut by hairdresser Marko, 
children talk about their view of life, their concerns 
or about what makes them really happy. Through the 
mirror we not only see their new haircuts take shape, 
but above all we hear what happens inside their little 
minds. 

美容師のマルコに髪を切ってもらっているとき、子ど
もたちは人生に対する考えや心配ごと、自分を本当に
ハッピーにするものは何か、などを語ります。鏡を通
して見えるのは、新しい髪形が仕上がっていく様子だ
けではありません。何よりもまず、彼らの頭の中で何
が起こっているかを聞くことができるのです。

First Day 最初の日
Australia  Epic Films オーストラリア  

It’s Hannah Bradford’s first year of high school. As a 
transgender girl, Hannah not only has to navigate 
the challenges that come with starting a new school, 
but find the courage to live as her most authentic 
self. 

ハナー・ブラッドフォードの中学校初年度のストー
リー。ハナーはトランスジェンダーの女の子です。
新しい学校に進学すると、新たな問題が生じます。
それに対処するだけでなく、自分らしく生きる勇気
を奮い起こさなければなりません。

TV

TV

Primary Division　児童向け部門

entertainment values, humour and strong educational 
messaging; making it stand out from the rest of the entries 
in this division.

『ハードボール ～違いを越えて～』の成功は、シンプルなプロッ
ト、ウィットに富んだセリフ、よく練られた登場人物にあります。
ニュージーランドからオーストラリアに引っ越してきたマイキー
は、新しい環境になかなか慣れません。さらには、校庭で盛んに繰
り広げられているハンドボールのゲームに巻き込まれていきます。
マイキーは高慢な現チャンピオンを倒して、ただの人（ゼロ）から
ヒーローになれるのでしょうか。

このシリーズ作品は、馴染みのない環境に置かれた転校生を主人
公にしたコメディドラマです。シンプルながらも明確なストーリー
ラインで展開します。多種多様で才能あるキャスト陣、練り上げら
れた登場人物、テンポのよいジョークを交えたウィットのあるセリ
フ。それらが、心温まる魅力的なシリーズにつながりました。移民、
家族、多様性や社会の不平等といった深刻なテーマとユーモアが、
絶妙なバランスを保っています。

審査委員が評価したのは、ユニークなアプローチ、画期的な取り
組み、高いエンターテインメント性、ユーモア、そして力強い教育
的メッセージです。児童向け部門にエントリーされた他の作品と比
べて際立っていました。

Jurors for the Pre-school & Primary Divisions
第一部会 幼児・児童向け部門審査委員

Jacqueline Hlongwane <South Africa>
ジャクリーヌ・ヒョンワニー ＜南アフリカ＞

Alvaro Ceppi <Chile>
アルバロ・セピ ＜チリ＞

Abby Jenkins <United States>
アビー・ジェンキンス ＜アメリカ＞

Fernanda Rotondaro <Argentina>
フェルナンダ・ロトンダーロ ＜アルゼンチン＞

COMMITTEE 

Jury Comments on the Best Work
in the Primary Division

Jacqueline Hlongwane  ジャクリーヌ・ヒョンワニー

児童向け部門最優秀賞 審査講評

1

Runners-up ［優秀賞］
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Audiovisual Works［コンテンツ作品］

Gods of Molenbeek
Zone2 Pictures [Finland]

テロの街の天使たち
～ブリュッセル６歳児日記～
ゾーン２ピクチャーズ［フィンランド］

The Best Work in the Youth Division 
The Minister for Foreign Affairs Prize
青少年向け部門最優秀賞

（外務大臣賞）

Film • 映画

Reetta Huhtanen
Director
Zone2 Pictures
レータ・フフタネン
ゾーン２ピクチャーズ
ディレクター

Recipient 受賞者

Prize Winners［受賞作品］

Content
Set in Molenbeek, a district of Brussels labelled by the 

media as a center of Islamic extremism, this documentary 
portrays the friendship between two six-year-old boys. 
Aatos is from Finland and fascinated by the Heroes of Greek 
mythology, while Amine is from Morocco and raised in 
the Muslim faith. Although they come from very different 
backgrounds, both live in the same apartment block and share 
a strong bond. “Do you believe in God?” is a question that 
fascinates them as their young eyes explore the wonders of 
the world. One day, a terrorist attack in the neighborhood 
exposes Aatos and Amine to the fractures in the society. This 
observational documentary urges young viewers to engage 
in dialogue about religion, culture and violence in a multi-
cultural society.

Producer’s Comments Reetta Huhtanen

We are very delightful for this prize. Thank you so much to 
the jury, and we would like to thank the organizers for setting 
up this important event as an online version.

We hope that the film with the open-mindedness and 
curiosity of its main characters offers an inspiring and 
stimulating starting point for dialogue with wide range of 
v i e w p o i n t s .  T h e  f i l m 
might open discussions 
amongst  young people 
on subjects like: different 
cultures, belief systems 
and worldviews, terrorism 
and violence, inclusion 
and exclusion, friendship 
and belonging. We wish it 
gives young people tools 
to continue the progressive 
dialogue in the future about 
similar kind of topics that 
easily clashes opinions and 
raises strong reactions and 
emotions.

作品内容
メディアに「イスラム過激派の根城」と呼ばれるブリュッセルのモ

レンビーク地区を舞台に、６歳の少年たちの友情を描いたドキュメン
タリー。フィンランド出身でギリシア神話の英雄に夢中のアトスと、
モロッコ出身でイスラム教徒のアミン。異なる環境で育った２人は、
同じアパートに暮らす大の仲良しだ。「神さまっていると思う？」世界
に興味を持ち始めたばかりの２人は、遊びを通して人生の重大な問い
の答えを一緒に探す。しかしある日、テロリストが近所を爆破したこ
とで、大人の社会のひずみが２人の目にも明らかになっていく。宗教
や文化、テロや暴力といった多民族社会の課題について若者たちが対
話することをねらった作品。

制作者コメント レータ・フフタネン

今回の受賞をとても嬉しく思います。審査委員の皆さまと、この大
切なイベントをオンラインで開催してくださった主催者に御礼申し上
げます。

主人公たちの柔軟な心と好奇心を描くこの作品が、奮起や刺激を促
し、幅広い視点に立った対話への第一歩となることを望みます。この
作品が、若い世代間での議論の口火となるかもしれません。テーマと
しては、異文化、信念体系と世界観、テロと暴力、インクルージョン
と排除、友情と仲間意識などがあるでしょう。そして若者たちが将来、
この作品で進歩的な対話を続けるための手段を得て、同様のトピック
について心置きなく意見をぶつけ合い、強い反応や感情を引き出すよ
うになればと願っています。
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At its heart, Gods of 
Molenbeek  i s  a  s tory 
about friendship, the need 
for understanding and 
what it means to grow 
up in chaotic times. It is 
a beautiful, layered film 
with a unique perspective 
t h a t  d o c u m e n t s  t h e 
purity and simplicity of 
the search for answers 
to life’s big existential 
questions.

Through an examination of the relationship between six-
year-old friends, an infamous European neighbourhood in 
Brussels becomes a home for exploring nature, spirituality 
and conflict.

The jury praised the film for avoiding what could have 
become a predictable study on terrorism and faith. Instead, 
it is a touching and emotional story that captures how 
children attempt to make sense of their worlds, and in the 
process, teach us all important lessons about kindness and 
humanity.

The School That Tried To End Racism 人種差別と闘った中学校の三週間
United Kingdom  Proper Content イギリス  

Led by experts and inspired by similar programmes 
from American schools an ordinary class of eleven 
to twelve year olds takes part in a series of activities 
designed to challenge everything they thought they 
knew about race.

「人種について知っていると思いこんでいたこと」を
疑ってかかるよう考案されたプログラムに、11、12歳
の生徒が取り組みます。アメリカの学校で実施され
た同様の試みに触発され、専門家が主導して進めら
れたプログラムです。

For Me And Others Like Me 私につづく女性たちのために
Myanmar  PS Film Production ミャンマー  

A 14 years old Buddhist nun, EAINDRA WADI wants 
to study at University of Medicine to become first 
ever NUN-Doctor. But nuns have less chance in 
education. After Eaindra raised the question to Head 
of monk, her curiosity will go through to the Ministry 
of Education and Ministry of Health. 

14歳の尼僧エインドラ・ワディは、医科大学で学び、
初の尼僧の医師になりたいと思っています。ところ
が尼僧には教育の機会がなかなか与えられません。
エインドラが僧侶の長に対して疑問の声を上げると、
彼女の意欲が教育省や保健省にまで伝わります。

TV

TV

Youth Division　青少年向け部門

Congratulations to all those involved in making the 
documentary; it is an excellent work and an admirable 
choice for the Japan Prize winner in the Youth Division.

『テロの街の天使たち ～ブリュッセル６歳児日記～』が本質的に
描いているのは、友情、理解することの必要性、混とんとした時代
に成長することの意味についてです。美しく深みのある作品で、独
自の視点で捉えているのは、人生における大きな問いの答えを探そ
うとする純真さと無邪気さです。

友人である６歳児たちの関係を観察していると、ブリュッセルに
ある悪名高い地域が、自然や精神性、そして確執を探索する場に変
わります。

審査委員が評価したのは、テロや信念を取り上げたありがちな調
査報告になり得たところを、この作品がうまく回避している点です。
その代わりに、胸を打つ情緒豊かな物語となりました。子どもたち
が自分たちの世界を理解しようとし、そしてその過程で、思いやり
と人間性に関する大切
なことを私たちに教え
てくれるのです。

こ の ド キ ュ メ ン タ
リーの制作に携わった
すべての方にお祝い申
し上げます。すばらし
い作品であり、青少年
向け部門の最優秀作品
として称賛に値します。

Jurors for the Youth Division
第二部会 青少年向け部門審査委員

Rob McLaughlin <Canada>
ロブ・ミクロークリン ＜カナダ＞

Nabeelah Shabbir <Netherlands>
ナビーラ・シャビア ＜オランダ＞

Sugie Akihiko <Japan>
杉江 亮彦 ＜日本＞

Louise Thornton <United Kingdom>
ルイーズ・ソーントン ＜イギリス＞

COMMITTEE 

Jury Comments on the Best Work
in the Youth Division

Rob McLaughlin  ロブ・ミクロークリン

青少年向け部門最優秀賞 審査講評

2

Runners-up ［優秀賞］
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Audiovisual Works［コンテンツ作品］
Prize Winners［受賞作品］

This is Not a Movie
TINAM Inc. [Canada], SUTOR KOLONKO [Germany],
National Film Board of Canada (NFB) [Canada]

ディス・イズ・ノット・ア・ムービー
真実を伝えるということ
ティナム［カナダ］、ストール・コロンコ［ドイツ］、カナダ国立映画制作庁（NFB）［カナダ］

The Best Work in the Lifelong Learning Division
The Governor of Tokyo Prize
一般向け部門最優秀賞

（東京都知事賞）

Film • 映画

Yung Chang
Director
National Film Board of Canada (NFB)
ユン・チャン
カナダ国立映画制作庁（NFB）
ディレクター

Recipient 受賞者

Content
For over forty years, British journalist Robert Fisk has been 

reporting on the horrors of war from conflict zones in the 
Middle East. This documentary film traces back Fisk’s career 
and uncovers what drives him. For Fisk, there is nothing more 
important than going to the scene and reporting on what he 
hears and sees firsthand. For decades, he has been fighting 
against people’s indifference and attempts by various powers 
to conceal the truth. His fury is evident when he talks about 
how he keeps reporting so that “no one can say ’this didn’t 
happen’ or ‘we didn’t know’.” Why do conflicts continue to 
arise? What does it mean to be neutral? And how do you find 
the truth? The importance of this “old kind of journalism” 
resonates in today’s world of fake news and disinformation.

Producer’s Comments Yung Chang

Thank you to the Japan Prize, and to the esteemed jury. 
Congratulations to our fellow nominees. On behalf of my 
producers, Anita Lee, from the National Film Board of 
Canada, Canadian producers Nelofer Pazira and Allyson 
Luchak from TINAM INC, German producer Ingmar 
Trost from Sutor Kulonko and my team, especially Duraid 
Munajim, my cinematographer, and Mike Munn, my editor, 
I’d like to dedicate this award in the memory of the great 
journalist Robert Fisk, whose perspective on truth we see in 
This is Not a Movie. He passed away suddenly on Oct 30. 
He was an intrepid reporter and a journalist with unwavering 
integrity. It is my hope we can learn through him how to 
empower our children and ourselves with the ability to discern 
the real from the fake as we are continually inundated with 
news and information. 

作品内容
中東の紛争地域を拠点に40年以上にわたって戦争の悲惨さを伝えて

きたイギリス人ジャーナリストのロバート・フィスク。彼のキャリア
を振り返り、原動力の源を探るドキュメンタリー映画。現場に足を運び、
自分の目と耳で確認したことを届けることが大切だと語るフィスク。
彼が長年戦ってきたのは、真実を隠そうとする権力と、人々の無関心だ。

「“そんなことは起こってない”、“誰も教えてくれなかった” などと決し
て言わせない。それがジャーナリストの仕事だ」という彼の言葉には
闘志がにじむ。戦争はなぜ繰り返されるのか？　中立であるとはどう
いうことなのか？　真実をどう見分けるのか？　フェイクニュースが
まん延する今こそ、ジャーナリズムの精神を取りもどす必要があるこ
とを訴える作品。

制作者コメント ユン・チャン

日本賞および審査委員の皆さま、ありがとうございます。ともに最
終候補に選ばれた仲間たちにはおめでとうと言いたいです。この作品
のプロデューサーたち、カナダ国立映画制作庁のアニタ・リー、カナ
ダ、ティナムのネロファー・パジーラとアリソン・ルチャック、ドイツ、
ストール・コロンコのイングマール・トロスト、そして私の制作チーム、
特に撮影監督のデュレイド・ムナジム、エディターのマイク・ムンに
代わり、この賞を偉大なるジャーナリスト、ロバート・フィスクに捧
げたいと思います。『ディス・イズ・ノット・ア・ムービー　真実を伝
えるということ』は彼の真実に向き合う姿勢を映し出しています。10月
30日、彼は突然この世を去りました。勇敢な報道記者であり、揺るぎ
ない矜持（きょうじ）の持ち主でした。今、私たちは常にニュースや情
報の洪水にさらされています。子どもたち、そして我々自身が、真実
と虚偽を見分ける力を身につけるために、私たちは何をすればいいの
か、ロバート・フィスクの姿を通して学んでいけたらというのが私の
願いです。
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We celebrate the winner of the Lifelong Learning 
Division, which goes to This is Not a Movie, about Robert 
Fisk, who was a veteran British journalist lived his whole 
life as a harbinger of journalism. He believed in its 
message, and devoted his convictions, faith and ideas to it, 
to become the voice of the voiceless. 

This film is not just the biography of a journalist and 
a great writer, but rather an eloquent lesson for what 
journalists can offer people. The story of his life sends 
a powerful message of the pursuit of truth. His lifelong 

Seeds of Profit もうかる種の話
France  Premieres Lignes Television フランス  

Sixty years of producing standardized fruit and 
vegetables and creating industrial hybrids have had 
a dramatic impact on their nutritional content. This 
documentary is an investigation about the seeds 
economy and reveals the issue of privatization of life. 

規格化された果物と野菜を生産し、産業利用に向く
交配種を生み出してきたこの60年は、野菜と果物の
栄養価に多大なる影響を与えました。種をめぐるビ
ジネスに切り込み、生命の私有化の問題を浮き彫り
にするドキュメンタリー作品です。

Breathless 息ができない
Italy  Radiotelevisione Italiana (RAI) イタリア  

It is a choral story to tell the human drama experienced 
by patients and doctors during Covid-19. It is dedicated 
to the emotional stories, to the wounds of the soul left 
by the virus, releasing those strong emotions that after 
the traumatic shock had remained hidden, unspoken.

新型コロナウイルスの感染が拡がる中で感染者と医
療従事者が体験した人間ドラマを当事者たちが語り
ます。映し出されるのは、感情がほとばしる物語と
ウイルスが残した心の傷。強い精神的ショックのせ
いで心の奥底に隠れていた、あるいは語られていな
かった激しい感情が解き放たれます。

TV

TV

Lifelong Learning Division　一般向け部門

dedication to giving voice to victims in conflict zones is a 
lesson in empathy and dialog between people of different 
cultures and religions. Robert Fisk is no longer with 
us, but this documentary carries his message, embodies 
his convictions, and will act as his moral will to future 
generations of journalists, and people of principles.

栄えある一般向け部門の最優秀賞を受賞したのは『ディス・イズ・
ノット・ア・ムービー　真実を伝えるということ』です。経験豊富
なイギリス人ジャーナリスト、ロバート・フィスクを追った作品
で、彼はその人生をジャーナリズムの先駆者として生きてきました。
ジャーナリズムの力を信じ、自身の信念と理念を貫き、声なき者た
ちの代弁者となりました。

この作品は、ジャーナリストであり偉大なライターの伝記である
以上に、ジャーナリストは人々に何を提供できるのか、雄弁に語り
かけます。彼の人生の物語は、真実の追求という力強いメッセージ
を発信します。生涯をかけて、紛争地帯にいる犠牲者たちの声に耳
を傾けてきました。それは共感を学ぶことであり、文化や宗教が異
なる人々の対話でもあります。ロバート・フィスクはもうこの世に
はいません。しかしこのドキュメンタリーは、彼のメッセージを伝
え、彼の信念を体現しています。次世代のジャーナリストや信念の
ある人にとっては、彼が遺した教訓となるでしょう。

Jurors for the Lifelong Learning Division
第三部会 一般向け部門審査委員

Khadija Ouled Addi <Qatar>
カディージャ・ウレド・アディ ＜カタール＞

Wuan-ling Guo <Taiwan>
ワンリン・グオ ＜台湾＞

Irina Stoilova <Italy>
イリーナ・ストイローヴァ ＜イタリア＞

Galen Yeo <Singapore>
ギャレン・ヨー ＜シンガポール＞

COMMITTEE 

Jury Comments on the Best Work
in the Lifelong Learning Division

Khadija Ouled Addi  カディージャ・ウレド・アディ

一般向け部門最優秀賞 審査講評

3

Runners-up ［優秀賞］
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Audiovisual Works［コンテンツ作品］

The Book of Distance
National Film Board of Canada (NFB) [Canada]

ブック・オブ・ディスタンス
カナダ国立映画制作庁（NFB）［カナダ］

The Best Work in the Digital Media Division
The Minister of Economy, Trade and Industry Prize
デジタルメディア部門最優秀賞

（経済産業大臣賞）

Application Software
アプリケーションソフトウェア

Randall Okita
Director, Writer
National Film Board of Canada (NFB)
ランダル・オキタ
カナダ国立映画制作庁（NFB）
ディレクター、脚本家

Recipient 受賞者

Prize Winners［受賞作品］

Content
This is a virtual reality experience that traces the journey 

of a Japanese family that migrated to Canada in the 1930s. 
When the Second World War broke out, Yonezo Okita 
and his wife and children were labelled the enemy by the 
Canadian government. After his property was confiscated, 
Yonezo was separated from his family and forced into labor. 
His grandson and third-generation Japanese, Randall Okita, 
recreated Yonezo’s experience in the virtual space, based on 
the testimonies of his father and remaining photographs and 
documents. Users are invited to follow the journey of Yonezo 
across nations and time, and share the loss and healing of this 
immigrant family.

Producer’s Comments Randall Okita

Thank you for this incredible honour, and congratulations 
to the other finalists for their incredible and inspiring work. 
I share this honour with our wonderful producer David 
Oppenheim, our team at the National Film Board of Canada, 
and the small but very talented crew who worked so hard on 
this project.

This honor is so special to us, and will play a crucial role 
as we look to share it with educators and students around the 
world.

Lastly, I dedicate this prize to my grandmother, and to those 
who come before us and find ways to love with unimaginable 

resilience, so that we who follow can grow to have moments 
beyond their wildest dreams, like this one here, right now.

作品内容
1930年代、カナダに移住した日本人家族の実話をもとに、彼らがた

どった道のりを追体験するバーチャルリアリティコンテンツである。
沖田米三とその家族は、戦争の勃発によりカナダ政府の敵とみなされ、
私財を没収され、強制労働を課される。米三の孫で日系３世のランダル・
オキタは残された写真や史料をもとに、祖父の軌跡をバーチャル空間
に再現。ユーザーを時代と国境を越える旅へと誘う。再構築された風
景の中に立ち、時代に翻弄された一家の喪失と再生の物語を紡ぐ。

制作者コメント ランダル・オキタ

今回のすばらしい栄誉をありがとうございます。そして質の高い刺
激的な作品を発表したファイナリストの同士たちにも、お祝い申し上
げます。この栄誉を、優れたプロデューサーであるデヴィッド・オッ
ペンハイム、カナダ国立映画制作庁のチーム、プロジェクトに力を注

いでくれた少人数ながら才能あふれる
クルーたちと分かち合いたいと思いま
す。

この受賞は私たちにとって特別なも
のであり、今後も重要な役割を担って
いくことでしょう。世界中の教育者や
学生たちとの共有を視野に入れている
からです。

最後になりますが、この賞を私の祖
母に、そしてすべての先人たちに捧げ
ます。彼らはどのような苦境に対して
も折れない想像を超えるほどの強い心
をもち、愛を貫きました。そのおかげ
で子孫である私たちは、彼らが夢にも
思わなかった、信じられないようなす
ばらしい瞬間を味わうことができま
す。この受賞が、まさにそのひとつな
のです。

David Oppenheim
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Digital Media Division

Ask a Survivor
生存者に聞け

Website  ウェブサイト

Jewish Holocaust Centre (Australia)
ユダヤ ホロコースト博物館（オーストラリア）

Jennifer Levitt Maxwell

ジェニファー・
レビット・マックスウェル

News-WG
News-WG
Bayerisher Rundfunk (Germany)
バイエルン放送協会（ドイツ）

Sophie
von der 
Tann
ソフィー・
フォン・デル・
タン

Tobias 
Schiessl

トビアス・
シーセル

THE CONFESSION (DIE BEICHTE)
告白

Podcast  ポッドキャスト

Swiss Radio and Television (Switzerland)
スイス放送協会（スイス）

Spirit of the Past
過去の記憶
Czech Television (Czech Republic)
チェコ・テレビジョン（チェコ）

WINDOWS TO THE WORLD
窓からなにが見える？

Cross-media  クロスメディア

Pakapaka (Argentina)
パカパカ （アルゼンチン）

Cielo Salviolo

シエロ・サルビオーロ

#On the Night of August 31st
＃8月31日の夜に。

Cross-media  クロスメディア

Japan Broadcasting Corporation (Japan)
日本放送協会（NHK）（日本）

Nadine Nikles

ナディーン・ニクルズ

Gotoh Lea

後藤 怜亜

Website  ウェブサイト Website  ウェブサイト

Finalists デジタルメディア部門 ファイナリスト

The Book of Distance is a very worthy winner of the Digital 
Media Division, balancing an incredibly immersive virtual 
reality experience with a deeply personal story and high 
production value. Despite not being able to participate fully 
in the VR platform, the jury felt the presentation gave a very 
good account of what the audience would experience, the 
visual style and the way they would interact. It was agreed 
that VR as a medium was the right choice as it helped build 
empathy with the director and the story of his grandfather and 
his journey from Japan to Canada. The artwork was highly 
commended along with the use of archive and testimony. 
Overall, the jury felt that this was an engaging and highly 
educational use of VR, telling a story that felt very relevant 
to today and it was encouraging to note that the producer had 
considered how to reach the widest audience through a variety 
of partnerships and other future formats.

『ブック・オブ・ディスタンス』は、デジタルメディア部門最優秀
賞にふさわしい作品です。没入型バーチャルリアリティー体験と、
深みのある個人の物語や高い制作価値がうまくバランスを保ってい
ます。VRプラットフォームを完全に再現した体験はできませんでし

News-WG News-WG
Germany  Bayerischer Rundfunk ドイツ  

The News-WG are three young news hosts explaining 
news in an informative and entertaining way 
on Instagram. The topics vary, from explaining 
international conflicts, German domestic politics and 
phenomenon on social media.

『News-WG』では、ホストを務める3人の若者が、イン
スタグラムを使ってニュースが有益になるように楽
しく伝えます。国際紛争の解説、ドイツの内政、ソー
シャルメディアの注目人物など、トピックは多岐に
わたります。 Website

Digital Media Division　デジタルメディア部門

たが、プレゼンテーション審査では、どんな体験ができるのか、プ
レーヤーが接するビジュアルスタイルやその手法が、実によく説明
されていました。VRを用いたのは正しい選択だと審査委員の意見は
一致しました。制作者と彼の祖父の物語、そして祖父の日本からカ
ナダへの旅路に対して、共感を呼び起こすからです。アートワークは、
アーカイブや証言の活用とともに高い評価を受けました。総合的に
見て審査委員が感じたのは、この作品には人を引き付けるものがあ
り、VRを非常にうまく教育に取り入れているということです。紡が
れる物語は、現代
に通じるものがあ
ります。制作者が、
さまざまなパート
ナーシップと別の
将来のフォーマッ
トを使って、どう
すればより多くの
プレーヤーに届け
られるかを思案し
たと知り、心強く
思いました。

Jury Comments on the Best Work
in the Digital Media Division

Louise Thornton  ルイーズ・ソーントン

デジタルメディア部門最優秀賞 審査講評

Runner-up ［優秀賞］

Filip 
Smetana

フィリップ・ 
スメタナ

Rebeka 
Maxová

レベッカ・
マクソワ
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作品内容
ロンドンの学校で11歳から12歳の子どもたちを対象に行われた、社

会実験を通して無意識下の人種差別をあぶりだす特別授業を追ったド
キュメンタリー。人種や肌の色への偏見をなくすことを目的としたこ
のプログラムはアメリカで考案された。生徒たちは無意識のうちに肌
の色や人種に対する偏見を持っていたこと、人種についての議論を避
けてきたことに気が付き、困惑する。気まずさや恥ずかしさを乗り越え、
自分の偏見と向き合うことができるのか？　なぜ偏見は生まれ、どう
したらなくすことができるのかを問いかける番組である。

制作者コメント デービッド・デヘイニ 

この作品が日本で認められ光栄です。NHK日本賞、そして審査委員
の皆さまに御礼申し上げます。また、このシリーズ作品制作の旅に同
行してくれたすべての仲間に感謝いたします。

このシリーズには、重要な社会的目的がありました。それはイギリ
スの子どもたちのグループにおける人種および白人の特権に関する意
識を探ることです。第一線の学術研究者と科学者の協力のもと、教育
現場で既に実施されている人種的アイデンティティー学習プログラム
に準拠した一連の体験学習アクティビティが授業に導入されました。
人種と人種的特権に関する率直な対話を促し、異なる人種グループ間
の友情と結びつきを深めてもらうのが狙いでした。

この番組を見ることで、人種的偏見、その潜在的な影響、皆で協力
してそれを廃絶する方法についての理解が深まれば嬉しいです。それ
が私たちの願いです。

審査講評 フェルナンダ・ロトンダーロ

『人種差別と闘った中学校の三週間』は、イギリスの教育現場で行わ
れた社会実験に焦点をあて、世界的な問題に立ち向う番組です。

専門家により考案され実施された体験学習アクティビティを通じて、
11歳から12歳の生徒たちが、存在はしているがその姿がつかみにくい

「無意識の人種的偏見」に関する意識を試されます。
白人であることの意味とは？　自分の肌の色が違っていたらいいなと

思う？　家族に何か悪いことがおきるのではないかと不安になったこと
はある？　これらの一見シンプルな質問により、生徒たちは――そして
視聴者も――自分の意見や感情や意識と対峙せざるを得なくなります。

冒頭から視聴者の心をつかむ構成を用いながら、この番組は、私た
ちを取り巻く複雑な文化システムを浮き彫りにし、幼少期から人種的
偏見の問題に向き合うことの
大切さを伝えます。

審 査 委 員 は、『 人 種 差 別 と
闘 っ た 中 学 校 の 三 週 間 』 は、
国家・民族間の相互理解を促
し、文化の交流に貢献すると
いう国際交流基金理事長賞の
理念を象徴する作品であると
判断しました。

Content
This documentary series follows a group of 11 to 12 year-

olds in London as they take part in a series of activities designed 
to challenge everything they thought they knew about race. As 
they progress, the students become aware of their unconscious 
biases towards certain skin color and race. They also realize 
that they have been avoiding talking about the issue. Can they 
overcome their awkwardness and embarrassment and open up 
about their own biases? The program reveals how racial bias is 
formed and explores ways to eradicate it.

Producer’s Comments David DeHaney

We are honoured to receive recognition for this film in Japan. 
We want to thank the organisers of NHK Japan Prize and 
the distinguished jury. We would like to thank everyone who 
accompanied us on this journey on making of these films.

The series had an important social purpose, to explore racial 
awareness and white privilege amongst a group of British 
children. Working with leading academics and scientists and 
based on established racial identity programmes carried out 
in schools, activities were introduced into the classroom to 
encourage more open dialogue about race and racial privilege, 
with the aim of fostering closer friendships and relationships 
between different racial groups.  

We hope the films will provide audiences with an enriched 
understanding of racial bias, it’s potential effects and how by 
working together, it can be eliminated.

Jury Comments Fernanda Rotondaro

Focused on a British educational experience, The School That 
Tried To End Racism is a program that tackles a global problem.

Through activities designed and led by experts, a group of 
eleven to twelve years old students is tested in relation to a 
specific and not so evident aspect: unconscious racial bias.

What does it mean to be white? Would you have preferred 
a different skin colour? Have you ever been afraid for 
your family? These apparently simple questions make the 
protagonists—and the audience—confront their own ideas, 
feelings and attitudes.

With a format that captivates from the beginning, this program 
sheds light on the complex cultural system in which we grow up, 
and on the importance of tackling racial bias at an early age.

The Jury considered that The School That Tried To End 
Racism represents the principles of the Japan Foundation 
President’s Prize as it encourages mutual understanding among 
races and contributes to cultural exchange.

Audiovisual Works［コンテンツ作品］
Prize Winners［受賞作品］

David DeHaney
Creative Director
Proper Content
デービッド・デヘイニ
プロパー・コンテント
クリエイティブディレクター

Recipient 受賞者

Special Prize［特別賞］

The School That
Tried To End Racism
Proper Content [United Kingdom]

人種差別と闘った中学校の三週間
プロパー・コンテント［イギリス］

The Japan Foundation President’s Prize
国際交流基金理事長賞

TV • テレビ
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作品内容
親や兄弟姉妹を亡くした子ど

もたちが、一緒に遊びながら大
切な人の死を受け入れ、悲しみ
を乗り越えようとする姿を、支
援 団 体「 グ ッ ド グ リ ー フ 」 の
活動を通して描くドキュメンタ
リー。子どもたちは悲しみや怒
り、困惑など、経験したことの
ない感情にもがき苦しむ。お互いの気持ちがわかるからこそ、支えあ
うことのできる子どもたち。彼らが力強く立ち直っていく姿を通して、
周りの大人たちがなにをすべきか、生と死とはなにか、多くのことを
問いかける。

制作者コメント カトリーン・A・サールストロム／カトリーン・フィルプ 

賞をいただいきたいへん光栄です。ユニセフ、日本賞、そしてこの
ドキュメンタリーの制作にかかわったすべての人に感謝いたします。
この作品は、かけがえのない人を亡くした悲しみを子どもたちの目線
で描いていますが、悲しみを乗り越える彼らの姿から私たちは多くを
学ぶことができます。子どもたちは、愛する人を亡くした深い悲しみ
と喪失感を、誠実に思いのままに語り、その率直さと勇気に私たちは
真に励まされます。この作品が、身内の死を悼む人たちに向き合った
際に、もっと心を開いて、ひるまずに接することができるきっかけに
なることを願っています。ただし、この作品のテーマは悲しみだけで
はありません。命と生存と子ども時代をたたえ、そばにいること、優
しくあること、愛する人たちに感謝することの大切さを伝えるもので
もあります。

審査講評 フェルナンダ・ロトンダーロ

『遺された子どもたち』は、親を亡くした子どもたちが遊びや会話を
通して死の意味を理解していく姿を追う、心を揺さぶるドキュメンタ
リーです。

視聴者は、子どもたちの鮮明で力強い視点から、彼らが経験する喪
失と深い悲しみ、そして愛と生について学びます。

作品は、幼い子どもたちの生の声を聞き、敬意をもって彼らの日常
生活を見守ります。時間、疑問、沈黙、感情、最愛の人との思い出を
共有することの大切さを理解するためには、こうした証言と記録が重
要な要素になっています。

このドキュメンタリーは、その研ぎ澄まされた感性で、悲しみは隠
したり恐れたりするべきものではなく、むしろ思いやりと忍耐をもっ
て向き合うものであることを伝えています。死を悼む方法に正解、不
正解はありませんが、この過程を通る子どもたちを支えるためには、
大人の関与が必須です。

審査委員は、すばらしい語り口とともに、ユニセフ賞の精神である「困
難な状況下にある子どもの生活や境遇についての理解を促す」を余す
ところなく表現している点を評価し、受賞作品に選びました。

Content
Good Grief is an American volunteer group that supports 

children whose parents or siblings have died. This documentary 
follows a group of children who, through play and various 
activities, slowly learn to accept the loss of their loved ones. 
For the first time, they experience a mix of sadness, anger, 
embarrassment and other emotions, and receive support from 
other children who share the same experience and feelings. The 
resilience of these children poses questions about the meaning 
of life and death, and the role that adults can play in supporting 
them through grief.

Producer’s Comments Katrine A. Sahlstrøm/Katrine Philip

We are so honored to receive this prize and we wish to thank 
UNICEF, Japan Prize and everyone who has been a part of 
making this documentary. This film looks at grief from children’s 
perspective and there is so much that we can all learn from 
children’s approach to grief. Their openness and courage to speak 
sincerely and freely about grief and losing a loved one is truly 
inspiring. Our hope is that the film will inspire others to be more 
open and courageous when facing people who have lost. But 
it’s not only a film about grief—it’s also about the celebration of 
life, existence and childhood that demonstrates the importance of 
being present, kind and appreciating our loved ones.

Jury Comments Fernanda Rotondaro

Beautiful Something Left Behind is a moving documentary 
that explores the life of a group of children who meet to 
understand the passing of their parents through play and 
conversation.

From a clear and powerful children’s perspective, this piece 
allows the audience to learn about their experience of loss and 
grief, but also about love and life.

The direct testimony of these very young kids and the 
respectful observation of their everyday life are key elements to 
understand the importance of sharing time, questions, silences, 
emotions and memories of loved ones. 

With extreme sensitivity, the documentary exposes sadness 
as a feeling that should not be hidden or feared, but rather faced 
with compassion and patience. There is no right or wrong way 
to grieve, but the role of adults is essential to support children 
in this process.

The Jury chose this piece of work because, with its wonderful 
narrative, it fully expresses the spirit of the UNICEF Prize: 
to promote and understand the lives of children in difficult 
situations.

Audiovisual Works［コンテンツ作品］
Prize Winners［受賞作品］

Katrine Philip
Director
Good Company Pictures
カトリーン・フィルプ
グッド・カンパニー・ピクチャーズ
ディレクター

Recipient 受賞者

Special Prize［特別賞］

Beautiful Something
Left Behind
Good Company Pictures [Denmark]

遺された子どもたち
グッド・カンパニー・ピクチャーズ［デンマーク］

The UNICEF Prize
ユニセフ賞

Film • 映画
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jury hopes that this award will help enable a greater change in 
attitudes and truly make a difference in women’s lives.

企画内容
ケニアで成人女性への通過儀礼として古くから行われてきた女性器

切除。2011年に法律によって禁止されたものの、今も多くのコミュニ
ティーで続けられている。この風習の根絶に向けて、女性の尊厳のた
めに立ち上がった５人の女性たちを描くドキュメンタリー企画。主人
公となる女性たちは女性器切除を拒み、その結果迫害を受けながらも、
やがて地域社会の理解を勝ち取っていった。デリケートなテーマを、
闘う女性たちの視点に立って描くことで、すべての女性がありのまま
で生きていいのだというメッセージを発信する企画である。

制作者コメント ローズ･ワングイ

2020年の放送文化基金賞を受賞できたこと、とても光栄で嬉しく思
います。NTVが世界的な評価を受けたことは喜ばしい限りです。この賞
は、ペンの力だけでなく、私たちが社会で担っている大きな役割を表
しています。ケニアでは禁止されていますが、女性器切除は深く根付
いた文化です。現在でも22のコミュニティーで行われています。

女性器切除の根絶運動において、メディアは重大な役割を担ってき
ました。今後もその責務を果たしていきます。

今回評価されたことは、NTVの良質な番組制作につながります。そう
した番組は、社会に変化を促すきっかけとなり、文化や伝統に対する
社会的な認識を変えることになるのです。

審査講評 ギャレン・ヨー

女性器切除は苦痛を伴う危険な慣習であり、世界保健機関によると、
毎年３百万人の少女が危険にさらされています。この通過儀礼の経験
者には、健康上の問題や心の傷が残ったり、最悪の場合は死に至るこ
ともあります。しかしそれ以上に、この慣習は女性の社会的地位を抑
圧するものなのです。

審査委員は、ローズ･ワングイによる放送文化基金賞の受賞企画『拒
絶の声』に心を動かされました。施術を拒否し、この伝統に反対の声
を上げている勇気ある活動家たち。その姿を追うという目的に感銘を
受けました。

彼女たちは、教育と問題意識を高めることにより、自立するよう女
性を勇気づけ、ケニア国内のさまざまなコミュニティーにおける社会
的偏見・差別とプレッシャーを
克服したいと望んでいます。

女性器切除はアフリカでよく
見られますが、中東やアジアな
ど、その他の地域でも行われて
います。私たち審査委員は、こ
の賞が大きな意識改革を促し、
女性たちの人生に真の変化が訪
れることを願ってやみません。

Proposal
Female genital mutilation (FGM) has long been considered 

a rite of passage for women in Kenya. Even though it 
was outlawed in 2011, the practice is still prevalent. This 
documentary follows five women who stand up against this 
age-old custom and their fight to uphold female dignity. These 
women refuse to undergo FGM, endure discrimination because 
of their choice, but ultimately succeed in gaining the support 
of their communities. By exploring this sensitive topic from 
the perspective of defiant women, the program sends a clear 
message that every woman has the right to be who she is.

Producer’s Comments Rose Wangui

I  am humbled and happy to  be 
the  rec ip ient  of  the  Hoso  Bunka 
Foundation Prize 2020. I am glad that 
Nation Broadcasting Division, NTV 
has received this global recognition. 
The award not only reflects the power 
of the pen but the huge role that we play in the society. 
Although outlawed in Kenya, female genital mutilation is 
a deeply entrenched culture that is practiced by twenty two 
communities. 

The media has played a critical role in the campaign to 
promote the abandonment of female genital mutilation and it 
continues to do so.

The recognition will assist NTV produce quality work 
that will be instrumental towards influencing social change 
thereby changing societal perception on culture and tradition.

Jury Comments Galen Yeo

Female genital mutilation or FGM is a painful and 
dangerous practice that puts 3 million girls at risk every year, 
according to the World Health Organisation. Those who have 
undergone this ritual face health complications; psychological 
scars or worse, even death. But beyond that, the practice 
suppresses the social status of women.

The jury was moved by the winning proposal Uncut Voices 
by Rose Wangui—and its aim to follow the work of brave 
activists who have refused to undergo this tradition, and are 
speaking out against it.

Through education and raising awareness, they hope to 
empower women to stand up for themselves and overcome the 
social stigma and pressure in various communities across Kenya.

Although prevalent in Africa, FGM is also practiced in 
other areas like the Middle East and Asia. So the Japan Prize 

Proposal Pitch［新規企画］
Prize Winners［受賞作品］

Rose Wangui
Senior Features Reporter
NTV
ローズ･ワングイ
NTV
シニア・フィーチャーズ・リポーター

Recipient 受賞者

The Best Proposal［最優秀賞］

Uncut Voices
NTV [Kenya]

拒絶の声
NTV［ケニア］

The Hoso Bunka Foundation Prize
放送文化基金賞
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企画内容
少女たちが語る将来の職業についての夢を、歌にのせて応援する短

編アニメーション・シリーズ。３分番組の前半では、主人公の少女が
将来なりたい職業について語る。後半では、アニメーション化された
主人公が登場し、大人になってその夢を実現する様子が描かれる。学
ぶこと、夢に向かって努力することの大切さを描くことで、どんな職
業にもつけるのだというメッセージを届ける企画。

制作者コメント スベトラーナ･チェルノワ

優秀賞である日本ユネスコ協会連盟賞の受賞は大変な名誉です。さ
らに喜ばしいのは、キルギスの子どもたちが、新しいアニメーション
番組を楽しむ機会を得られたことです。登場するのは、どこにでもい
る遊び仲間のような少女たちで、見慣れた暮らしぶりを体現していま
す。

『あこがれの職業』では、異なったバックグラウンドを持つ７人の少
女たちが登場し、自身の物語や将来の夢を言葉で伝えます。このプロ
ジェクトでは、独立性の高い専門職を目指す少女を取り上げます。そ
うした分野の仕事は、元来男性のものとされてきました。彼女たちが
歌う自由奔放な歌が、自らを元気づけ、お互いの刺激になることを願
います。この番組を実現できることに感謝いたします。

審査講評 ギャレン・ヨー

審査委員は、『あこがれの職業』の新しいアイディアを評価しました。
キルギスにいる少女たちの、心からの望みや憧れをたたえる番組で、
彼女たち自身の声や物語が元気な歌で語られます。

エンターテイメント性が高く、勇気を与える魅力的な企画です。少
女たちが夢を語り合い、互いのやる気を促すには、とてもよい手段と
なります。なりたい職業が獣医でもエンジニアでもいいのです。楽し
くのびのびと真摯に夢をかなえるために、できることは何か。『あこが
れの職業』が目指すのは、その種をまいていくことです。

Proposal
This animation series aims to empower young girls so they 

can grow up to achieve their professional goals. Each three-
minute episode begins with the young protagonist talking 
about her dream job, followed by a sequence in which the 
animated version of herself successfully achieves that goal. 
The series emphasize the importance of learning and working 
towards one’s dream.

Producer’s Comments Svetlana Chernova

We are immensely honoured to receive 
Excellent Proposal Prize of the National 
Federation of UNESCO Associations 
in Japan Prize. And we are happy even 
more because now the children in our 
country will have another opportunity 
to watch animation with the girls from their playground, who 
look the same, and represent familiar ways of living.

My Dream Profession will give voice to the seven girls 
of diverse background to tell their own stories and to dream 
aloud about their future. It is a project about girls who aspire 
to become strong independent professionals in the fields 
traditionally considered as male’s sphere. They will sing 
adventurous songs that we hope will empower themselves and 
inspire others. Thank you very much for making this possible.

Jury Comments Galen Yeo

The jury selected My Dream Profession for its novel idea 
to celebrate the real hopes and aspirations of young girls in 
Kyrgyz, by using their stories and voices, and animating them 
with songs.

We found the proposal to be entertaining, empowering 
and engaging. It is a great way for young girls to share 
their dreams, and inspire others. Whether it’s becoming a 
veterinarian or engineer, My Dream Profession aims to plant 
the seed of what’s possible for everyone to achieve in a fun, 
vivid and sincere way.

Proposal Pitch［新規企画］
Prize Winners［受賞作品］

Svetlana Chernova
Producer
5 Palcev Animation Studio
スベトラーナ･チェルノワ
５パルセフ・アニメーションスタジオ
プロデューサー

Recipient 受賞者

Excellent Proposal［優秀賞］

My Dream Profession
5 Palcev Animation Studio [Kyrgyz]

あこがれの職業
５パルセフ・アニメーションスタジオ［キルギス］

The National Federation of UNESCO Associations in Japan Prize
日本ユネスコ協会連盟賞
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Twenty- three-year  old  Momina 
teaches literacy, health issues, sanitation, 
family planning and other vital matters 
to extremely poor women left behind 
by society who are living in caves. In 
documentary format, the program will 
depict Momina’s efforts to bring social 
change and advance the status of women.

Chi ldren  l iv ing  in  low- income 
families in Ecuador struggle to continue 
their education. Their predicament is 
a daily challenge for their teachers. 
The documentary will follow a female 
teacher who visits the homes of children 
with no internet access to teach them 
their lessons, and also address the hidden 
but widespread problem of domestic 
violence.

Wo m e n  s t i l l  o f t e n  e x p e r i e n c e 
social discrimination in Bangladesh’s 
patriarchal society. The program will 
feature the story of Joya, a woman from 
an ethnic minority who beat the odds 
to advance to higher education and, 
through her love of football, become her 
country’s first female FIFA referee.

洞窟に住み、社会から取り残された極貧の女
性たちのために、読み書き、健康管理、衛生観
念、家族計画などを教える23歳のモミナ。バー
ミヤンの社会の変革と女性の地位向上を目指
すモミナの姿を追うドキュメンタリー企画。

エクアドルでは、低所得家庭の生徒たちが学
習を続けるのは困難である。多くの教師がその
問題に直面している。インターネットがつなが
らない家庭を訪問し子どもに勉強を教えるひ
とりの女性教師を取り上げ、実は多くの家庭で
DVが起きているという隠れた事実にメスを入
れるドキュメンタリー企画である。

家父長的な規範が根強く残るバングラデ
シュで、女性は依然として社会的差別を受けて
いる。主人公であるジョヤはサッカーを愛する
女性。少数民族の生まれである彼女が、世間の
逆風を跳ね返して高等教育を受け、バングラデ
シュ初のFIFA女性レフリーになるまでの姿を追
いかける。

Finalists

マハフザ・アクタル ＜バングラデシュ＞
バングラデシュ国営テレビ
プロデューサー、ディレクター

アルバロ・デル・ポソ ＜エクアドル＞
タミヤメディア
プロデューサー

サデック・ナセリ ＜アフガニスタン＞
Baba芸術文化団体
プロデューサー

Mahafuza Aktar <Bangladesh>
Producer/Director
Bangladesh Television

Alvaro Del Pozo <Ecuador>
Producer
Tamiya Media

Sadeq Naseri <Afghanistan>
Producer
Baba Arts and Cultural Organization

Against the Wind: A Life’s Journey
逆風に負けない

School without blackboard
黒板のない学校

Brightness
陽光の中へ

Proposal Pitch

新規企画ファイナリスト紹介
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Each finalist was given 7 minutes for 
the presentation and 10 minutes for the 
questions which followed. They had to 
convey the core ideas of their proposal 
to the jurors in this very limited time. 
This year, the final session was also 
held online and, to allow for possible 
disparities in the internet connections, 
the presentation parts were pre-recorded. 
The prize winners received bursaries to 
enable them to produce their projects.

The 5 finalists made presentations 
to the jurors as the last step of the 
selection process for prize winners in the 
Proposal Division. Before that, however, 
they also participated in a guidance 
session in which they presented their 
prepared material online and suggestions 
were offered by Imai Yoko of NHK 
Enterprises, an executive producer well-
versed in international program markets 
and program pitches.

Instructor

Executive Producer, Co-productions
Production Headquarters, International Programs Unit  
NHK Enterprises, Inc.
NHKエンタープライズ 制作本部 国際番組
エグゼクティブプロデューサー

Imai Yoko
今井 陽子

各ファイナリストの持ち時間は、プレゼン
テーション７分、質疑応答が10分。この限ら
れた時間内に企画の内容とねらいを審査委員
に伝えなくてはならない。今年度は最終審査
もオンライン上で行われるため、各地のネッ
ト回線の状況に関わらず確実に審査が進むよ
う、プレゼンテーション部分のみを収録する
方法で臨んだ。最優秀賞、優秀賞には賞金が
贈られ、それをもとに企画を実現する。

Preparatory
Workshop

for
Presentation

Final
Presentation

Session

企画部門
ファイナリスト研修

企画部門
プレゼンテーション審査

企画部門の最終審査は審査委員の前で行う
プレゼンテーション。審査本番を前に、５人
のファイナリストは「研修」に参加。オンラ
イン上で、それぞれが準備してきたプレゼン
を披露しあった。講師は、海外のマーケット
やピッチングセッションに精通したNHKエン
タープライズの今井陽子エグゼクティブプロ
デューサー。
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Taiwan’s Digital Minister Audrey Tang 
kicked off the session with a passionate 
keynote speech that the media must learn 
from the digital natives. Her government 
successfully launched an app to map the real-
time availability of masks in pharmacies at the 
suggestion of young people. The moderator, 
NHK Senior Producer Yasuda Shin, asked 
producers from the United States, South Africa, 
and the United Kingdom how the world’s 
educational media have responded to the 
COVID-19 pandemic. Benjamin Lehmann, VP 
and Executive Producer of Sesame Workshop 
told how they had rushed to make special 
programs sharing ways to play at home and 
care for each other in belief that the children 

are resilient and 
the  media  has 
a responsibility 
to tell the truth. 
The South African 
B r o a d c a s t i n g 
C o r p o r a t i o n 
(SABC) launched 
its first educational 

オンライン＆会場イベント
［テーマ別セッション、作品上映、制作者に聞く］

Online and Real Events 
[Theme Focus Sessions, Screenings, Meet the Finalists]

November 2 (Mon)

キーノートセッションの冒頭を飾ったのは、台
湾のデジタル担当閣僚、オードリー・タン氏だっ
た。タン氏は若者の意見をもとに薬局のマスクの
在庫が一目でわかるネット上の地図を開発した例
を挙げ、デジタルネイティブ世代の発想にもっと
学ぶべきだとメッセージを発した。モデレーター
を務めたNHKの安田慎チーフ・プロデューサー

キーノートセッション「コロナと世界の教育メディア」

→ Venue（会場） …WITH HARAJUKU HALL → Online （オンライン開催） …Zoom webinar （Zoomウェビナー）

&

"Keynote Session"

▶ Audrey Tang  オードリー・タン
Digital Minister
デジタル担当閣僚
<Taiwan／台湾>

▶ Lisa Percy  リサ・パーシー
Executive Editor, Education
BBC Children’s & BBC Learning
BBCチルドレンズ＆BBCラーニング
エグゼクティブエディター
<United Kingdom／イギリス>

▶ Emmeline Zhao  エメリン・ツァオ
Projects & Multimedia Director
The 74
ザ・74  プロジェクト＆マルチメディアディレクター
<United States／アメリカ>

▶ Yasuda Shin  安田 慎
Senior Producer
Unit 6 (Media Design), Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
NHK制作局  チーフ・プロデューサー
<Japan／日本>

▶ Benjamin Lehmann  ベンジャミン・リーマン
VP, Executive Producer
Sesame Workshop
セサミワークショップ  VP、エグゼクティブプロデューサー
<United States／アメリカ>

▶ Jacqueline Hlongwane  ジャクリーヌ・ヒョンワニー
Programme Manager SABC2 / Acting Programme Manager SABC3
South African Broadcasting Corporation (SABC)
南アフリカ放送協会  プログラム部長
<South Africa／南アフリカ>

▶ Tshilidzi Davhana  チリジ・ダバナ
Commissioning Editor SABC Education
South African Broadcasting Corporation (SABC)
南アフリカ放送協会  コミッショニングエディター
<South Africa／南アフリカ>

Keynote Speaker

Presenter

Panelist

Moderator

channel in May expedited due to the 
pandemic. SABC’s Jacqueline Hlongwane 
and Tshi l idzi  Davhana stressed that 
responding precisely to the needs of 
children and teachers was an important 
responsibility of the public broadcaster. Lisa 
Percy of BBC and Emmeline Zhao of The 
74, an education news website, discussed 
the issue of the widening education gap 
during the pandemic. Zhao said COVID-19 
has placed education in the spotlight 
and journalists have become the de facto 
advocates for families. Percy explained that 
new interdisciplinary collaborations in the 
education space were emerging and said 
this growing momentum had given her 
new hope.

は、コロナ禍の中で世界の教育メディアはどん
なことに取り組んでいたのか、アメリカ、南アフ
リカ、イギリスの制作者に話を聞いた。アメリカ
の幼児向け番組『セサミストリート』のベンジャ
ミン・リーマン氏は、自宅で遊ぶ方法や、互いへ
の思いやりをテーマにした緊急特集を制作した
が、「子どもたちは事実を受け止める強さがある。
メディアは正直に伝えるべき」と実感したという。
南アフリカ放送協会（SABC）は、コロナの影響で、
SABC初の教育チャンネルを5月に開局した。同
局のジャクリーヌ・ヒョンワニー氏とチリジ・ダ
バナ氏は「子どもたちや教師の要望にきめ細か
く対応するのは公共放送の大事な務め」と意気
込みを語った。最後の議論には、BBCのリサ・パー
シー氏とアメリカの教育ニュースメディア The 
74 のエメリン・ツァオ氏が加わり、コロナによっ
て拡大する教育格差の問題が指摘された。「教育
がコロナで脚光を浴び、問題解決を呼びかける
のがジャーナリストの役目になった」とツァオ氏。
パーシー氏は「教育関係者やメディアの間で協
働が進んでおり、勢いが加速していることに希
望を感じる」
とまとめた。

Educational Media in the Time of COVID-19
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How does educational content around 
the world convey the concepts of diversity 
to children? Amid rising disparities and 
increasing social divisions, people’s values 
are diversifying as never before, and the 
differences becoming ever more apparent. 
What are content makers doing to promote 
tolerance and acceptance of people who 
are different? The makers introduced the 
thoughts and intentions which underlay 
their works in a session for considering 
what contributions educational content 
could make in the future. The Tokyo 
event space was connected to an online 
conferencing system for participation by 
guest program producers etc. Online viewers 
also commented via Zoom chat.

The three panelists were Holly Carter, 
producer of WALK ON MY OWN (United 
States); Yenny Santamaria Amado, producer 
of What would you do? (Colombia); and 
Julie Kalceff, scriptwriter for First Day . 
Suzuki Shigeyoshi, a primary school teacher 
and expert in special needs education, 
made a guest appearance, and three more 
producers, Menno Otten (Netherlands), 
David DeHaney (United Kingdom), and 
Jia-hong Gao (Taiwan), contributed video 

November 3 (Tue)

世界の教育コンテンツは、多様性を子どもた
ちにどう伝えているのか。格差と分断が進み、
価値観の多様化が加速、顕在化する中で、異な
るものへの寛容、受容をどう促そうとしている
のか。制作者が作品に込めた思いや意図を紹介
し、教育コンテンツが未来にどんな貢献ができ
るかを探った。オンラインの会議システムと東
京の会場をつなぎ、番組制作者や専門家ゲスト
も加え、視聴者もZoomのコメント欄を通じて
参加した。

セッション「多様性を考える」

&

"Session"

▶ Holly Carter  ホリー・カーター
Executive Director
BYkids - Their World, Their Films
バイキッズ  エグゼクティブ・ディレクター
<United States／アメリカ>

▶ Yenny Santamaria Amado
イェニー・サンタマリア・アマド
Commissioning editor
Señal Colombia - RTVC
セナールコロンビア  コミッショニングエディター
<Colombia／コロンビア>

▶ Julie Kalceff  ジュリー・カルセフ
Writer/Director/Coproducer
Common Language Films
コモン ランゲージ フィルムズ
脚本家、監督、プロデューサー
<Australia／オーストラリア>

Panelist

▶ Suzuki Shigeyoshi  鈴木 茂義
Special teacher at public primary schools
Lecturer, the Faculty of Humanities, Sophia University
上智大学文学部非常勤講師  公立小学校非常勤講師
<Japan／日本>

Guest

▶ Hase Eriko  長谷 英里子
Senior Producer
Unit 6 (Media Design), Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
NHK制作局  チーフ・プロデューサー
<Japan／日本>

Moderator

messages.
M a n y  w o r k s 

t h i s  t i m e  d e a l t 
head on with such 
s e r i o u s  t h e m e s 
as gender, LGBTQ 
issues, skin color 
and  nat iona l i t y, 
and  d isabi l i t ies, 
including several 
still hard to address 
i n  J a p a n .  J u l i e 
Kalcef f  spoke of 
having to accept 
f rom the  outse t 
that opposing views will emerge, but the 
panelists agreed many stories could be told 
by lending an ear to the children’s own 
thoughts and hearing what they have to 
say. David DeHaney talked convincingly 
of the importance of telling the truth, 
saying this produces empathy and reduces 
prejudice. Once friendships are made and 
people understand each other better, 
society naturally becomes more open. 
Suzuki Shigeyoshi proposed content should 
teach differences of opinion are not the 
same as conflict. The session ended with 
the consensus that only adults think these 
issues are too hard for children to grasp, 
suggesting the future of educational content 
should lie rather in trusting the children and 
striving to be more open. 

パネリストは３名。『WALK ON MY OWN』
制作者のホリー・カーター氏（アメリカ）、『What 
would you do?』制作者のイェニー・サンタマ
リア・アマド氏（コロンビア）、そして『最初
の日』脚本家のジュリー・カルセフ氏（オース
トラリア）。ゲストは特別支援教育を専門とす
る小学校講師、鈴木茂義氏。また３名の制作者
メノ・オッテン氏（オランダ）、デービッド・
デヘイニ氏（イギリス）、チャホン・カオ氏（台
湾）はビデオメッセージを寄せてくれた。

作品は、ジェンダー、LGBTQ、国籍や肌の
色、障害など深いテーマに切り込んだ作品が
多く、日本では躊躇される課題にも正面から
向き合っていた。ジュリー・カルセフ氏は「反
対意見が出ることも覚悟して制作にあたった」
と語ったが、登壇者は子どもたちの思いや話に
耳を傾ければ、そこには多様なストーリーがあ
る、という認識で一致。デービッド・デヘイニ
氏の「真実を伝えれば、共感を呼び、偏見が減
る。友情が生まれ、理解が深まれば、結果とし
て開かれた社会になる」という意見には説得力
があり、鈴木氏からは「意見の違いが人の対立
ではないと理解できるコンテンツを作るべき」
という声もあがった。「難しくて理解ができな
いと思っているのは大人だけ。子どもたちを信
頼して、いかにオープンにしていくか、そこに
教育コンテンツの未来のヒントがある」、とい
う認識で議論がまとまった。

Diversity and Inclusion in Focus
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November 2 (Mon)–4 (Wed)

With overseas-based participants unable 
to attend in person this year, the exhibition 
and screenings of finalists’ works were 
staged for a mainly Japanese audience at 
the event venue. Japanese subtitles were 
provided as far as possible for the works in 
each of the Pre-school, Primary, Youth, and 
Lifelong Learning Divisions, and screenings 
conducted both in the theater and on a 
lobby monitor. Due to their greater length, 
extracts were shown from finalists’ works in 
the Youth and Lifelong Learning Divisions, 
complete with Japanese subtitles, and 
explanations provided by the presenters. 
A selection of past winners, dubbed in 
Japanese, was also shown in the theater.

The panel exhibit ion in the lobby 
outlined the purpose and structure of the 
Japan Prize from its conception in 1965, 
and introduced past Grand Prix winners. 
Five full-length finalists’ works from the 
Pre-school, Primary, and Youth Divisions 
were screened with Japanese subtitles on 
a 70-inch monitor, together with roughly 
one-minute still and video previews of 
every work that made it to the finals. 
There were displays, too, of Japanese and 

海外から参加者が来日できない今年のイ
ベント会場では、国内の参加者に向けて展示、
作品上映を実施した。幼児、児童向け部門の
ファイナリスト作品には全編日本語字幕をつ
けてシアターとロビーのモニターで上映した。
青少年、一般向け部門ファイナリスト作品は
長尺なため、抜粋した映像に日本語字幕を付

1965年に創設された日本賞とはどのような
コンクールなのか、その概要と歴代グランプリ

ファイナリスト作品上映

ロビー展示

foreign picture books that tackled diversity-
related issues, one of the major themes 
of this year’s Japan Prize, in cooperation 
of Pride House Tokyo, and a selection of 
poems written by disabled people from 
the NHK Heart Exhibition in which they 
wrote vibrantly about their own everyday 
experiences and feelings.

作品をパネルで紹介。幼児、児童と青少年向け
部門のファイナリスト作品を全編日本語字幕
でループ上映、またファイナリスト作品すべて
を短い動画と画像で紹介。
「多様性」は日本賞の大きなテーマのひとつ

であることから、「プライドハウス東京」の協
力を得て、多様性・LGBTQに関する国内外の
絵本の閲覧コーナーと、「NHKハート展」で障
害のある人が日々の生活の中で感じる気持ち
を生き生きと綴った詩を展示した。

Screenings of Finalists’ Works

Lobby Exhibition

けて上映し、MCが作品について解説をした。
また、過去の受賞作品の中から多様性に関連す
る作品も日本語版で上映した。
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This year’s online shift also produced 
some new events, including Meet the 
Finalists, which took place daily for the 
four days of November 1–4. The special 
features of online hosting made it possible 
for finalists to meet each other for the 
first time and compare notes about the 

The opening day was dedicated to the 
Pre-school Division with the participation of 
eight finalists around the world. This division 
attracted many works featuring cartoon and 
costumed characters, and the topics ranged 
from where the ideas for each program 
came from to what they most wanted their 
viewers to see.

Day Two was the turn of the Primary 
Division, with nine finalists taking part. 
Many of their programs tackled difficult 
themes, from disabilities, illness and abuse 
to LGBTQ issues. The program makers 
discussed everything from their special 
devices to the language they used to tackle 
their chosen subjects at the child’s eye view.

今年度はオンラインを取り入れることで、新
しいイベントも誕生した。

初日は幼児向け部門。世界から８組のファイ
ナリストが参加。アニメーションやキャラクター
を用いた作品制作が多い幼児部門で、「作品の
アイデアはどうやって思いついたか」「作品の
どんなところを見てほしいか」などについて語
り、制作者同士、意見を交換した。

２日目は児童向け部門。９組のファイナリス
トが参加した。「障害」「病気」「虐待」「LGBTQ」
などの難しいテーマを、子ども目線で伝える
ための工夫、表現
方法などについて、
意見を交換した。

November 1 (Sun)–4 (Wed)

intentions behind their works. Each session 
was chaired by the principal juror of the 
division in question. All were convened 
from 10:00 P.M.–11:30 P.M. Japan time.

11月１日～４日、４日連続で開催した「Meet 
the Finalists ～制作者に聞く～」がそのひとつ。
オンラインの特性を生かし、これまでは互いに
会う機会のなかったファイナリストたちが集ま
り、作品に込めた思いなどを語った。モデレー
ターは各部門の一次審査委員リーダーが務めた。

（日本時間の午後10時00分～11時30分開催）

制作者に聞くMeet the Finalists

Pre-school

Primary

幼児向け部門

児童向け部門

▶ Abby Jenkins
アビー・ジェンキンス
Senior Director, Content
PBS KIDS Digital
PBS KIDS デジタル
コンテンツ・シニアディレクター
<United States／アメリカ>

Moderator

▶ Glynis Beukes-Kapa
グリニス・ビアケス・カパ
Executive Producer – Content Hub
Namibian Broadcasting Corporation 
(NBC)
ナミビア放送協会
エグゼクティブプロデューサー

（コンテンツハブ）
<Namibia／ナミビア>

Moderator

Okada Jim  岡田 佑亮／Okayasu Masayo  岡安 雅代（Judging Coordinators, Japan Prize Secretariat  日本賞事務局 審査コーディネーター）MC
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November 1 (Sun)–4 (Wed)

Day Three moved onto the Youth Division. 
Eleven finalists took part. Many programs in 
this section used young people in this age 
group for protagonists. The program makers 
discussed such questions as how they chose 
their performers and what they wanted to 
express through them.

On Day Four, the session featured nine 
finalists in the mainly documentary Lifelong 
Learning Division. The producers discussed 
the background to their choices and what 
messages they particularly sought to 
convey.

３日目の青少年向け部門では、11組のファ
イナリストが参加。この部門では、対象年齢の
若者を主人公に選んだ作品が数多く寄せられ
た。彼らを選んだ経緯、彼らを通して何を伝え
たかったのか、などについて語った。

最終日の４日目は一般向け部門。主にドキュ
メンタリー作品を制
作した９組のファイ
ナリストが集まり、
作品の背景、作品を
通して伝えたいテー
マについて語った。

Youth

Lifelong Learning

青少年向け部門

一般向け部門

▶ Rob McLaughlin  ロブ・ミクロークリン
Executive Producer, Digital Content and Strategy 
National Film Board of Canada (NFB)
カナダ国立映画制作庁
エグゼクティブプロデューサー

（デジタルコンテンツ・戦略）
<Canada／カナダ>

▶ Harto Hänninen  ハルト・ハンニネン
Scriptwriter – Director
Finnish Broadcasting Company (YLE)
フィンランド放送協会
脚本家、ディレクター
<Finland／フィンランド>

Moderator

▶ Kathy Li  キャシー・リー
Head of Production
DOClabs Beijing
ドックラボ ペキン
制作部  部長
<China／中国>

Moderator

A special website was set up for the 
limited-term, online viewing of finalists’ 
works. Many people all over the world 
registered to use this service.

日本賞ファイナリスト作品が視聴できるサ
イトを期間限定で公開し、世界各国から600件
を超える視聴の申し込みがあった。

作品視聴Finalists’ Works Online Screenings
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While many young Africans with high 
academic qualifications struggle to find 
employment, the average African farmer is 
60 years old. Aiming to reverse that aging 
trend, this is the 13-minute pilot program 
of series featuring three young farmers in 
their twenties and thirties, telling how they 
achieved their success and what they earn. 
The protagonists founded an agricultural 
company and linked up with milk producers 
in their district. 

The production schedule was delayed by 
the lockdown for the COVID-19 pandemic 
but the program was completed even 
so with the help of online coverage. The 
producer, Caleb Oluoch Ouma, told the 
audience by video message how the 
success at the Japan Prize had won the TV 
station’s trust and a 13-part series was now 

being prepared. 
He said, further, 
the s ituation 
c o n f r o n t i n g 
African farming 
has worsened 

This year’s Awards Ceremony also went 
online for the first time ever. The jurors of 
the main event and prize winners around 
the globe were connected via Zoom. The 
COVID-19 pandemic prevented the program 
makers from attending in person this 
year but there was no doubting the joy in 
their voices and they also had no trouble 

高学歴でも就職することができない若者たち
が増加している一方で、アフリカの農家の平均
年齢は60歳と高齢化が進んでいる。この状況
を打開するため、実際に成功している20代から
30代の３人の若者を取材し、どのような方法で
成功し、どのくらいの収入を得ているのかを伝え
るシリーズ番組のパイロット版として13分の情
報番組を制作。主人公は地域の酪農家と連携し
て牛乳の生産を行う農業法人を立ち上げた。

2019年優秀企画・日本ユネスコ協会連盟賞受賞作品　完成上映会

Full Screening of the Winner of the 2019 Excellent Proposal Prize
 (The National Federation of UNESCO Associations in Japan Prize) 

again this year, making the completion 
of this whole program series even more 
important than ever. 

Production of cartoon program Pumzi & 
Vuyo (Pixcomm / South Africa), the winner 
of the 2019 Hoso Bunka Foundation Prize 
for the best proposal, sadly had to be 
postponed due to the economic impact of 
the pandemic in South Africa. The producer, 
Nick Buchanan, has shut the studio in the 
meantime and is currently engaged in 
helping the poorest members of society. He, 
too, is struggling with all his might to make 
ends meet but battling also to resume 
production work in the future.

『アフリカに若い農家を』（ケニア／メディアセット・アフリカ・コミュニケーションズ制作）

Young African Farmers (Mediaset Africa Communications / Kenya)

新型コロナウイルスによるロックダウンにより
スケジュールは遅れたものの、オンラインで取材
を続け完成にこぎつけた。プロデューサーのオ
ルオチ・オウマ氏はビデオメッセージで、日本賞
受賞をきっかけに地元テレビ局から信頼を得て、
13本のシリーズ制作が決まったと報告。「アフリ
カの農業をめぐる状況は去年よりもさらに厳しく
なり、この番組の重要性はさらに高まったと感じ
る」と、シリーズ完成に向けての意欲を語った。

2019年の最優秀企画・放送文化基金賞を受賞
したアニメ作品『パムジとブヨ』（南アフリカ／
ピクスコム）は感染拡大による南アフリカの経済
危機のあおりを受け、制作が中断している。プ
ロデューサーのニック・ブキャナン氏はアニメス
タジオを閉じ、困窮者のために配膳を行う活動に
参加している。今はブキャナン氏自身「命を繋
ぐことに専念（concentrate to survive）」してい
る状態だが、制作の再開を目指し奮闘している。

November 4 (WED)

授賞式Awards Ceremony

November 5 (THU)

explaining the thoughts and aims they 
had invested in their works. Simultaneous 
interpretation was provided and 263 people 
worldwide watched the ceremony online. 
The drum rolls for the announcement of the 
winners were played live by percussionist 
Sato Naoko, who also performed Hanasaki 
Taiko (Blooming Drums) , a piece that 
incorporated the Japanese wadaiko drum 
and conveyed its Japanese flavor to the 
international audience. The member of 
the NHK Super Radio Calisthenics, led an 
invigorating loosening up session in which 
everyone at the venue and many online 
participants, too, took part, and Her Imperial 
Highness the Crown Princess also kindly 
sent a video message.

今 回は 授 賞 式
も初のオンライン
開催となった。本
審 査 委 員、受 賞
者ともに各国から
Zoomを通じて参
加。コロナ禍で来
日は叶わなかった
が、制作者からは受賞の喜びの声、作品に込め
た気持ちなどを十分聞くことができた。同時通
訳機能も使い、世界各国から288人がオンライン
上でこの授賞式の様子を見守った。受賞作品発
表のドラムロールは、パーカッショニスト・佐
藤直子さんの生演奏。佐藤さんは、和太鼓を取
り入れた曲「花咲き太鼓」も披露、海外からの
参加者に日本の雰囲気を届けた。またNHK「超
ラジオ体操」で参加者全員が体をほぐす企画も
あり、オンラインを通じて多くの人がつながっ
た。皇嗣妃殿下からはビデオメッセージでおこ
とばを頂戴した。
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2020年日本賞の概要
Outline of the Japn Prize 2020

> Grand total 2,051 people worldwide 
> Jurors 12 jurors from 12 countries and regions
> Events 1,229 people online / 173 people at the hall
> Awards Ceremony 288 people online
> Viewers of finalists’ works 649 people worldwide

> Online Conference  Vol.1
<May 15 (Fri.) 10:00 P.M.–1:00 A.M.>

Beyond COVID-19

Challenges Facing Educational Media

With 127 participants from 30 countries
> Online Conference  Vol.2

<July 29 (Wed.) 10:00 P.M.–11:30 P.M.>

Diversity, Equity, and Inclusion: What COVID-19 Teaches Us

With 129 participants from 27 countries

Participants from around the world shared and compared 
their present challenges in two online conferences in May 
and July, where they discussed expectations for the media 
and how program producers and broadcasters could deliver 
educational content to viewers in the current global crisis. The 
Japan Prize is committed to linking content makers around 
the world and serving as a platform for bringing forth new 
ideas.

５月、７月に行ったオンラインカンファレンスでは世界中が同
じ危機に向き合う中で、各国の放送局や制作者が教育コンテンツ
をいかに視聴者に届けるか、いまメディアに何が求められている
のか、各国での挑戦を共有しました。日本賞は、世界の制作者を
つなぎ、新しいアイディアを生み出すプラットフォームを目指し
て、今後も取り組みを続けます。

> May 7 – Jul. 31 Entry period  
> Oct. 1 Finalists announced

  Registration of participants opens
> Oct. 26 – Nov. 5 2020 Japan Prize Competition Period

 Oct. 26 Orientation / Online judging 

 Oct. 27 Digital Media Division presentations 

 Oct. 28 Proposal Pitch presentations
> Nov. 1 – Nov. 4 Public events

  Meet the Finalists

  Screenings of the finalists’ works

  Thematic sessions

 Nov. 5 Awards Ceremony
> Oct. 29 – Nov. 12 Finalists’ works online screenings

> 5月7日（木）〜7月31日（金）	 エントリー受付

> 10月1日（木）	 一次審査結果発表

	 	 参加者登録受付開始

> 10月26日（月）〜11月5日（木）	 日本賞コンクール期間

	 26日（月）	 オリエンテーション、

	 	 本審査はすべてオンライン

	 27日（火）	 デジタルメディア部門審査

	 28日（水）	 企画部門

	 	 プレゼンテーション審査

> 11月1日（日）〜4日（水）	 公開イベント

	 	 制作者に聞く〜Meet	the	Finalists〜

	 	 ファイナリスト作品上映

	 	 テーマ別セッション

	 5日（木）	 授賞式

> 10月29日（木）〜11月12日（木）	 ファイナリスト作品

	 	 視聴サイト公開

Schedule for the Year 2020 年間スケジュール

Outreach Activities その他の日本賞広報活動

Number of Participants コンクール参加者数

> 参加者総数	 国内外2,051人

> 審査委員	 12の国・地域　12人

> 関連イベント	 オンライン参加者1,229人、会場参加者173人
> 授賞式	 オンライン参加者288人

> 作品視聴者数	 国内外649人

>	第1回　日本賞オンラインカンファレンス

＜５月15日（金）午後10時〜午前１時＞

コロナ危機を乗り越える	〜世界の教育メディアからの報告〜

参加者：30か国127人

>	第2回　日本賞

オンラインカンファレンス

＜７月29日（水）午後10時〜11時30分＞

子どもたちの “声” と

インクルージョン

参加者：27か国129人
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Number of Entries by Division
部門別エントリー数

Audiovisual 
Works

コンテンツ
作品

TV programs/Films/Videos  *including webcasts
テレビ番組、映画、ビデオ（オンライン配信を含む）

Website/Podcast/Application Softwares/
Cross-media contents

ウェブサイト、ポッドキャスト
アプリケーションソフトウェア、

クロスメディアコンテンツ
Total
総数

Pre-school
幼児向け部門

Primary
児童向け部門

Youth
青少年向け部門

Lifelong Learning
一般向け部門

Digital Media
デジタルメディア部門

計 49 68 50 58 27 252

Proposal 
Pitch

新規企画

Children
子ども向け

Teens
10代向け

Adults
大人向け

Total
総数

計 8 11 11 30

Grand Total Number of Entries
エントリー総数 282

Country/Region／国・地域 Entry 
作品数

Asia 
アジア

Afghanistan アフガニスタン 2
Bangladesh バングラデシュ 13
China 中国 4
India インド 3
Indonesia インドネシア 2
Japan 日本 13
Malaysia マレーシア 2
Mongolia モンゴリア 1
Myanmar ミャンマー 1
Pakistan パキスタン 1
Philippines フィリピン 5
Republic of Korea 韓国 8
Sri Lanka スリランカ 5
Taiwan 台湾 18
Thailand タイ 8
Vietnam ベトナム 2

Oceania 
オセアニア

Australia オーストラリア 11
New Zealand ニュージーランド 1

Middle East 
中東

Iran イラン 1
Israel イスラエル 6

Europe 
ヨーロッパ

Belgium ベルギー 5
Bulgaria ブルガリア 2
Croatia クロアチア 1
Czech Republic チェコ 4
Denmark デンマーク 4
Finland フィンランド 4
France フランス 7
Germany ドイツ 17

Country/Region／国・地域 Entry 
作品数

Europe 
ヨーロッパ

Ireland アイルランド 3
Italy イタリア 9
Kyrgyz キルギス 1
Netherlands オランダ 7
Norway ノルウェー 4
Russia ロシア 4
Serbia セルビア 2
Slovenia スロベニア 1
Spain スペイン 4
Sweden スウェーデン 6
Switzerland スイス 3
United Kingdom イギリス 5

Africa 
アフリカ

Cameroon カメルーン 2
Egypt エジプト 1
Kenya ケニア 5
South Africa 南アフリカ 8
Tanzania タンザニア 1

North America 
北米

Canada カナダ 15
United States アメリカ 14

South & 
Central 
America 
中南米

Argentina アルゼンチン 10
Brazil ブラジル 5
Chile チリ 8
Colombia コロンビア 7
Ecuador エクアドル 1
Jamaica ジャマイカ 1
Mexico メキシコ 2
Uruguay ウルグアイ 2

Total／合計 55の国と地域 282

参加国・地域、部門別エントリー数
Number of Entries
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エントリー作品一覧《コンテンツ作品》
★★ Grand Prix Japan Prize／グランプリ日本賞

★ The Best Work／最優秀作品　◎ Special Prize／特別賞作品
● Runner-up／優秀作品　■ Finalist／一次審査通過作品

The following list is from the original entry forms.
以下のリストには、エントリーフォームの情報をそのまま記載しています。

List of Entries
Audiovisual Works

Country/Region Division MediaTitleEntering Organization

Argentina Argentina Television Color Si solo Si (inclusive television) -
3rd Season Youth TV

Channel Encuentro AEROCENE PACHA,
A SUSTAINABLE UTOPIA Lifelong Learning TV

Malabar Producciones Guardian Monsters Ulises Primary TV

Mulata Films Dr. Faga Brothers Primary TV

Mulata Films Videogames on wheels History Youth TV

Nativa Contenidos There’s a space between us Lifelong Learning TV

Pakapaka CONFINEMENT Pre-school TV

Pakapaka I’ll let you know CATALINA Primary TV

■ Pakapaka WINDOWS TO THE WORLD Digital Media Cross-media

Tamandua Estudio Quma & the Beasts Pre-school Film

■ Australia Cordell Jigsaw Productions Rocky & Me Primary TV

● Epic Films First Day Primary TV

Flying Kite Pictures Are You Tougher Than Your Ancestors?
Hahndorf - Pioneer Living German Style! Primary TV

■ Gristmill
The Inbestigators
The Case of the Curious New Girl/
The Case of the Disappearing Deliveries

Primary TV

■ JEWISH HOLOCAUST CENTRE Ask a Survivor Digital Media Website

LateNite Films The Legend of Burnout Barry Primary TV

■ Ludo Studio Bluey Sleepytime Pre-school TV

● Ned Lander Media Little J & Big Cuz Series 2
Goodbye Swooper Pre-school TV

★ Northern Pictures Hardball Across the Ditch Primary TV

Sticky Pictures And Then Something Changed Primary TV

Weerianna Street Media Thalu Brothers/The Thalu Primary TV

Bangladesh Amader Jonno Amra Video and filmmaking learning for 
school students Digital Media Website

Bangladesh Television Beautiful Youth TV

Belgium Fabric Magic Productions BV #LikeMe #Curtain Calls Primary TV

Radio Television Belge de la Communcaute 
Culturelle Francaise Contact sports, a brainstorm Youth TV

Radio Television Belge de la Communcaute 
Culturelle Francaise

My life in space
Question from Eden to the astronaut:
How do you have a wee and a poo in space?

Pre-school TV

Radio Television Belge de la Communcaute 
Culturelle Francaise The truth about sun creams Lifelong Learning TV

Vlaamse Radio en Televisieomroeporganisatie Tik Tak Pre-school TV

Brazil Copa Studio Produtora Audiovisual Ltda Jorel’s Brother My Friend Vincent Primary TV

Inspira Conteúdo Audiovisual Amani’s Veil Primary Film

Multimedia Workshop of Escola Parque Mud Youth Film

■ Polo MS Cinema e Vídeo LTDA The Boy Who Swallowed the Sun
ACO CUMU KAEKA I RA Pre-school Film
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Pre-school／幼児向け
Primary／児童向け
Youth／青少年向け
Lifelong Learning／一般向け
Digital Media／デジタルメディア

TV／テレビ　　Film／映画　　Video／ビデオ作品
Website／ウェブサイト　　Web Game／ウェブゲーム
Console Game／独立型ゲーム　　Game App.／ゲームアプリ
App. Software／アプリケーションソフトウェア
Podcast／ポッドキャスト　　Cross-media／クロスメディア

DIVISION

MEDIA

Country/Region Division MediaTitleEntering Organization

Brazil VULCANA CINEMA AFTER ALL, WHO IS GOD? Nation Primary TV

Bulgaria Bulgarian National Television Kiril, I want to be a Sports Commentator Youth TV

Bulgarian National Television Secrets Should Not Be Heard Primary TV

Cameroon Cameroon Radio and Television Glimpses into our Past
The Sao: Between Legend and History Lifelong Learning TV

■ Canada Apartment 11 Productions Raven’s Quest Wiingashk Pre-school TV

Apartment 11 Productions The Wacky Word Show Ad Magicians Primary TV

Balestra Productions inc. Celebrating Together
Canada (The Sugar Shack) Primary TV

Little Engine Moving Pictures Cutie Pugs Pug Olympics Pre-school TV

Little Engine Moving Pictures Cutie Pugs Games Digital Media Web Game

★ National Film Board of Canada The Book of Distance Digital Media App. Software

National Film Board of Canada The Great List of Everything The Phone Primary TV

■ National Film Board of Canada The Great Malaise Youth Film

★ National Film Board of Canada This is Not a Movie Lifelong Learning Film

Productions du 13e Quick and slow
The trapped egg and the karate chop bricks Primary TV

■ Reel Girls Media Inc. Finding Bobbi: A Search for Self Lifelong Learning Film

Sinking Ship Entertainment Dino Dana The Sound of Dinosaurs Pre-school TV

Sinking Ship Entertainment Dino Dana: Dino Quest Digital Media Game App.

Sinking Ship Entertainment Endlings The End is the Beginning, Part 1 Primary TV

Sinking Ship Entertainment Lockdown Stake Outing Youth TV

● Chile CNTV Infantil Pichintun Panchita, a circus girl Pre-school TV

CNTV Infantil World of Friends Malak and Sofia Primary TV

Fundacion Ciencia & Vida Lyn & Babas Zentarantu Pre-school TV

Fundacion Renata Renata’s Problems The Password Primary TV

GVG Producciones The Fantastic Travels of Ruka
The Moonfish Primary TV

Imago Producciones Limitada Experiment: Kids Science Searching Bats Primary TV

Instituto Milenio de Oceanografía
Invisible Bugs
How are you passing time during
the quarantine?

Primary TV

Punkrobot Animation Studio Guitar and Drum Pineapple is homesick Pre-school TV

China CNEX Studio Born in 2000 Lifelong Learning Film

DOClabs Beijing Media Technology Co., Ltd Once Upon A Bite 2
Sweetness: The Hidden Legend Lifelong Learning TV

Phoenix Satellite Television Chinese Baby Youth TV

Phoenix Satellite Television The Worship Choir Lifelong Learning TV

Colombia 2inventive Science Heroes Bee Explorers Primary TV

Fosfenos Media Guillermina and Candelario
Little peace messages Primary TV
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エントリー作品一覧《コンテンツ作品》

List of Entries
Audiovisual Works

Colombia GUOQUI TOQUI
Emoticons
The happiness of sharing and playing with 
my teacher

Pre-school TV

■ Senal Colombia - RTVC What would you do? Season 2
The good friend Primary TV

Universidad EAFIT 1, 2, 3... Science Digital Media Podcast

Croatia Croatian Radio Television THE BUNNY SITUATION Primary Film

Czech Republic Czech Television Adventures with the Orchestra
Music Stories and Adventures Pre-school TV

Czech Television Civics Elections Primary TV

■ Czech Television Spirit of the Past Digital Media Website

Czech Television Today 30 Years Ago 17-11-1989 Lifelong Learning TV

Denmark Danmarks Radio Fish Bingo Digital Media Website

◎ Good Company Pictures Beautiful Something Left Behind Lifelong Learning Film

Metronome Productions Gotcha! News Primary TV

Toolbox Film Kids on the Silk Road Karma Girl Primary TV

Egypt OUT Productions the explorers Daily Routines Primary Video

■ Finland Finnish Broadcasting Company The Boy of Summer Youth Film

Moilo Moka Mera Lingua Digital Media Game App.

Moilo Vilda Dissembling the clock Pre-school TV

★
★ Zone2 Pictures Gods of Molenbeek Youth Film

France Bibliothèque nationale de France Fantasy, A Once and Future Genre Digital Media Website

■ JAVA FILMS Generation Greta Youth TV

JAVA FILMS The Marriage Project Lifelong Learning Film

■ MIAM ! animation Brazen Mae Jemison Youth TV

★ Picolo Pictures SHOOOM’S ODYSSEY Pre-school TV

Premieres Lignes Television FOOD FOR CHANGE Youth TV

● Premieres Lignes Television Seeds of profit Lifelong Learning TV

Germany a & o buero filmproduktion Pleasure and Pain - The Science of Love Lifelong Learning TV

■ ALEXANDRA SCHATZ FILMPRODUKTION UG All the dear little animals Primary TV

Bayerischer Rundfunk Anna and the wild Forest Primary TV

● Bayerischer Rundfunk News-WG Digital Media Website

Fabian&Fred How My Grandmother Became a Chair Primary Film

Fabian&Fred The Chimney Swift Lifelong Learning Film

Hessischer Rundfunk Look into my world
Bushra - Driven out of Myanmar Primary TV

Megaherz GmbH Checker Tobi The Mars Check Primary TV

Norddeutscher Rundfunk Throwback 89: The Instagram Diary
of the Fall of the Berlin Wall Youth Video

■ Studio FILM BILDER GmbH PATCHWORK PALS PATCHWORK PENGUIN Pre-school TV

Sudwestrundfunk Honey Bee VR Digital Media Game App.

Sudwestrundfunk Me and the others Young. politically. active Youth TV

Sudwestrundfunk WE Friendship limitless
Parkour: overcoming every obstacle Primary TV

■ vision X Mediengesellschaft mbH Knietzsche Knietzsche and the Coronavirus Primary TV

Zweites Deutsches Fernsehen 24 Hours Dachau Lifelong Learning TV

Country/Region Division MediaTitleEntering Organization
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Germany Zweites Deutsches Fernsehen A Class of Their Own
We - Learn About Boxing and Respect Primary TV

Zweites Deutsches Fernsehen Elsa In-Between Youth TV

India CHINH Banging Doors Youth Video

CHINH Bully Lifelong Learning Video

Indonesia Eagle Institute Indonesia A Song of Hope Lifelong Learning TV

Lembaga Penyiaran Public TVRI Hiking The Hill For Knowledge Signal Youth TV

■ Iran Darvash Film Funfair Lifelong Learning Film

■ Ireland JAM Media Jessy & Nessy
Where Else Can We Find Echoes? Pre-school TV

Radio Telefis Eireann Joseph Wants to Walk Primary TV

Touch Press LEGO® DUPLO® WORLD Digital Media Game App.

Israel Anat Tel Production The Church Lifelong Learning Film

Go2Films Alone Together Lifelong Learning Film

Go2Films Give it Back! Primary Film

Israeli Public Broadcasting Corporation CAFE AMALIA The Garden Gnome Pre-school TV

Israeli Public Broadcasting Corporation CHILDREN OF A WOODEN HOUSE Patience Primary TV

Israeli Public Broadcasting Corporation YOU CAN’T ASK THAT
Siblings of Children With Special Needs Youth TV

Italy Gogoframes Srls Il mare addosso - Ocean all over us Primary Film

IK Produzioni S.r.l. Slow News Lifelong Learning Film

Radiotelevisione Italiana Afraid of failing Youth TV

● Radiotelevisione Italiana Breathless Lifelong Learning TV

Radiotelevisione Italiana Fumbleland Digital Media Cross-media

Radiotelevisione Italiana One Love It will be clear Pre-school TV

Rainbow SpA 44 CATS SEASON 2
THE MYSTERY OF THE GHOST CAT Pre-school TV

■ ShortsFit Cracks in the Pavement Pre-school Film

Stand By Me JAMS #neverbeencloser Primary TV

Japan Benesse Corporation Shimajiro: A World of WOW!
Living with Viruses Pre-school TV

Documentary Japan Jake and Charice Lifelong Learning TV

■ Hokkaido TV Broadcasting Boobies behind, Journey ahead Lifelong Learning TV

■ Japan Broadcasting Corporation City-Scope Under the Manhole Cover Pre-school TV

■ Japan Broadcasting Corporation

"#Could It be..."
A Series of Short Animations to Raise 
Awareness About Child Abuse
Grown-ups Should Never Hurt You

Primary TV

Japan Broadcasting Corporation
Heart Net TV x Life for the Deaf & Hard 
of Hearing - Interlingual Escape Game: 
Escape from Puzzle Hall

Youth TV

■ Japan Broadcasting Corporation #On the Night of August 31st Digital Media Cross-media

Japan Broadcasting Corporation Soba Chef Tanabe Invites You to VR Lifelong Learning TV

■ Nankai Broadcasting Co., Ltd. The High School Aquarium Youth TV

Planetafilm Co.,Ltd. no art, no life Yoshihiro Watanabe Lifelong Learning TV

Soshien Pansy Media Gifts from the Himalayas Lifelong Learning Film

USAGIMARU LLC. The Bonds of Clay Youth Film

■ Yomiuri Telecasting Corporation ytv documentary program
Mom, Don’t Cry Anymore Youth TV

Country/Region Division MediaTitleEntering Organization
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エントリー作品一覧《コンテンツ作品》

List of Entries
Audiovisual Works

Kenya Buni Media Ltd Ask Dr. Pamoja
Ask Dr. Pamoja - Covid-19 Social Distancing Pre-school TV

Buni Media Ltd
Hiddo and Hirsi
Hiddo and Hirsi Eps 3 Fear and Emotions 
during Covid-19

Primary TV

Buni Media Ltd The Tempest Lifelong Learning Video

Malaysia Les’ Copaque Production Sdn Bhd Upin & Ipin: The Helping Heroes
Head, Shoulders, Knees & Toes Pre-school TV

Les’ Copaque Production Sdn Bhd Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris Primary Film

■ Mexico Abejas Cine SAS What happened to the bees? Lifelong Learning Film

Vientos Culturales A.C. Winds, flying news Chapter 170 Primary TV

■ Mongolia Mongolian National Broadcaster Family Asia My Father Lifelong Learning TV

● Myanmar PS Film Production For Me And Others Like Me Youth TV

Netherlands &ranj games Team Up! Digital Media Game App.

Free Press Unlimited My #QuarantineLife Digital Media Cross-media

IFproductions Prison for profit Prison for profit Lifelong Learning Film

JaJa Film Productions Becoming LEV Youth Film

JaJa Film Productions Kampala Cycling Couriers Lifelong Learning Film

● Keplerfilm Talking Heads
Annemarie, Zhuan, Marijn, Taysen Primary TV

NTR Wat Kijk Je Nou? Digital Media Cross-media

New Zealand Pickled Possum Productions Ltd Code Fun Episode 10 Pre-school TV

Norway Norwegian Broadcasting Corporation Camp Puberty Having a ball Youth TV

Norwegian Broadcasting Corporation Domestic violence awareness week Digital Media Cross-media

Norwegian Broadcasting Corporation The Mini Kids Episode 1 Pre-school TV

Norwegian Broadcasting Corporation Who can handle menstrual cramps? Lifelong Learning Video

Philippines Brigade Productions Inc. Dreaming of My Homeland Youth TV

GMA Network Reel Time: This Abled Youth TV

■ GMA Network The Atom Araullo Specials: 
Babies For Sale Lifelong Learning TV

Republic of 
Korea Educational Broadcasting System Anthropocene Techno Fossil Lifelong Learning TV

Educational Broadcasting System Give Me Curiosity Chips!
Dizzy Dizzy Anemia Pre-school TV

Educational Broadcasting System Our School
Students Who Cannot Read the Textbook Youth TV

Indecom Back to the Books Back to the Books Lifelong Learning TV

Korean Broadcasting System Girls’ Generation Once More Lifelong Learning TV

Korean Broadcasting System Korean Diaspora Project Digital Media Cross-media

Korean Broadcasting System
On Dream School:
Youth Empathy Concert
Simultaneous Interpreter Ahn Hyunmo

Youth TV

Kwangju Broadcasting Company Finding Local Creators Lifelong Learning TV

Russia Digital Television Russia Cathy Quest Akvarium Pre-school TV

Festagent Heroes of Envell Heroes of Envell Primary TV

Festagent Puppies & Kittens Oscar’s Birthday Cake Pre-school TV

Parovoz Leo&Tig Christmas Winners Pre-school TV

Serbia Beomedija Media Literacy Superheroes Video games Youth TV

RADIO TELEVISION OF SERBIA Struggles of a boy named Lav Primary TV

Country/Region Division MediaTitleEntering Organization
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Slovenia Radiotelevizija Slovenija THIS IS ME - LENART Pre-school TV

South Africa Dzinge Productions Epic hangout virus Youth TV

I Love That Productions CC Teenagers on a Mission Season 11
Episode 9 - Game Ranging Youth TV

Keutlwang Communications Mother Of All Professions
Ms. Lindiwe - Feeding more that the mind Lifelong Learning TV

South African Broadcasting Corporation Exfrontiers
Education & Technology during Covid-19 Youth TV

South African Broadcasting Corporation SABC Education Virtual Academy (SEVA) Digital Media App. Software

South African Broadcasting Corporation Words And Numbers Episode 30 Primary TV

■ Storytown Productions Behind the Rainbow Art Medicine Youth TV

Spain Brutal Media THIS IS PHILOSOPHY DESCARTES Lifelong Learning TV

DISTINTO FILMS The Woman of El Siglo Lifelong Learning Film

MOTION PICTURES MYA GO Wobbly Tooth Pre-school TV

Xarxa de Comunicacio Local Life without Sara Amat Youth Film

Sri Lanka Sri Lanka Rupavahini Corporation CURSED MEMORY Lifelong Learning TV

Sweden Storyfire AB Limboland Heaven and hell Lifelong Learning TV

■ Sveriges Television AB THE WORLD’S WORST DISEASES
The Spanish Flu Primary TV

■ Swedish Educational Broadcasting Company Let’s Be Friends Nicole and the Pet-Monkey Primary TV

Swedish Educational Broadcasting Company Mini Calculators Measure Pre-school TV

Swedish Educational Broadcasting Company Parallel World Mobile detox Youth TV

Swedish Educational Broadcasting Company Senior Surfers
It doesnt have to be that hard Lifelong Learning TV

Switzerland Departement de la formation de la jeunesse et 
de la culture - Vaud CoronaQuest Digital Media Web Game

Swiss Radio and Television Helvetia Comedian Kiko Lifelong Learning Video

■ Swiss Radio and Television THE CONFESSION (DIE BEICHTE) Digital Media Podcast

Taiwan Deepwaters Digital Support Inco. The foresight technology that changes 
lives Youth TV

Flowing Films Taiwan Grass Owls Lifelong Learning TV

Hakka Television Station Go! V-team! Pre-school TV

Hakka Television Station Songs of Laborers Lifelong Learning TV

Hakka Television Station Super Helper Grandparents Coming! Primary TV

Hakka Television Station Volunteer Trainee Walking with Scars Youth TV

Taiwan Indigenous Television Become a real human being N/A Primary TV

Taiwan Indigenous Television Dapin: Footprints in Taiwan Lifelong Learning TV

Taiwan Indigenous Television Kakudan Time Machine
Totems From Our Ancestors Youth TV

Taiwan Public Television Service Foundation Fire in Heart Lifelong Learning TV

Taiwan Public Television Service Foundation Monster Fruit School Pre-school TV

■ Taiwan Public Television Service Foundation No KIDding:
My never-ending railway dream Primary Film

Taiwan Public Television Service Foundation The Small Big Micro Version -
Taiwan Lesser Salamander Digital Media Cross-media

■ Taiwan Public Television Service Foundation The Summer Of 12 Youth Film

The International Cooperation and 
Development Fund Traveling the World in our Class Youth Video

Country/Region Division MediaTitleEntering Organization
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エントリー作品一覧《コンテンツ作品》

List of Entries
Audiovisual Works

Taiwan Tzu Chi Culture and Communication Foundation Brother Bo-yuan’s Secret House
The Boy with a Built-in Clock Youth TV

Tzu Chi Culture and Communication Foundation Let’s go learning Primary TV

■ Tzu Chi Culture and Communication Foundation Ting Yu Lifelong Learning TV

Tanzania Ubongo Learning Ltd Akili and Me Wash Your Hands With Me! Pre-school TV

Thailand Be Amazing Edutainment Co., Ltd. House Of Little Scientists Duck feather Pre-school TV

Be Amazing Edutainment Co., Ltd. Kids Code Cinema seats Primary Video

Miracle Mushroom Co., Ltd. Fun Nam Nom Club To be rotten Pre-school TV

Thai Public Broadcasting Service Fun Learning Be A Designer Primary TV

Thai Public Broadcasting Service Future Is All Around Civic Space Designer Lifelong Learning TV

Thai Public Broadcasting Service Mobile Teacher
Baan Nonchai Municipal school Youth TV

Thai Public Broadcasting Service The Alphabet Circus Letter F Pre-school TV

True Corporation Plc
True Little Monk:
Dhamma Reality Documentary.
True Little Monk

Primary TV

United 
Kingdom Holland Park Avenue Films Beyond The Grace Note n/a Lifelong Learning TV

LUDU Productions My Body, Their Choice Lifelong Learning Film

Nine Lives Media I’ve Been There
Amy Childs & Cosmetic Surgery Youth TV

◎ 
● Proper Content The School That Tried To End Racism Youth TV

Yakka Dee Ltd Yakka Dee! Drum Pre-school TV

United States 9 Story Media Group Blue’s Clues & You
107 "Sad Day with Blue" Pre-school TV

■ BYkids – Their World, Their Films WALK ON MY OWN FILMS BYKIDS Youth TV

DreamWorks Animation Where’s Waldo? Costa Rica... IN COLOR! Pre-school TV

Fred Rogers Productions Odd Squad Mobile Unit
Portlandia / Slides and Ladders Primary TV

Kitsune Tale Productions LLC Baba Babee Skazala
[Grandmother Told Grandmother] Youth Film

Rivertime Entertainment Inc. Aiueo Phonics Digital Media Cross-media

Ron Bourke Films Terror and Hope:
The Science of Resilience Lifelong Learning Video

Sesame Workshop Ghostwriter Ghost in Wonderland, Part 1 Primary TV

■ Sesame Workshop Sesame Street:
Elmo’s Playdate #CaringForEachOther Pre-school TV

Spring Garden Pictures Watermelon Magic Pre-school TV

Third Sector New England Lakou Kajou: The Neighborhood Tree
Lakou Kajou: Justice Pre-school Video

Thirteen WNET Cyberchase Space Waste Odyssey Special Primary TV

Thirteen WNET Cyberchase: Space Waste Odyssey Game Digital Media Web Game

WGBH Educational Foundation (PBS) American Experience: Mr. Tornado
Mr. Tornado Lifelong Learning Film

Uruguay La Casa del Arbol Bugs The Godfather Primary TV

La Casa del Arbol Teddy Interview Gossip Pre-school TV

Vietnam Vietnam Television A star from nowhere Lifelong Learning TV

VTC Digital Television Toward the sun Lifelong Learning TV

Country/Region Division MediaTitleEntering Organization
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Country/Region Target GenreTitleEntering Organization

Children (up to 12 years old)／子ども向け（０〜12歳）
Teens (12 to 18 years old)／青少年向け（12〜18歳）
Adults (over 18 years old)／成人向け（18歳以上）

The following list is from the original entry forms.
以下のリストには、エントリーフォームの情報をそのまま記載しています。

★★ The Best Proposal／最優秀企画
★ Excellent Proposal／優秀企画

■ Finalist／一次審査通過企画

List of Entries

エントリー企画一覧《新規企画》
Proposal Pitch TARGET

Afghanistan Academy of art and cinematic education Jamila’s Dream Adults Documentary

■ Baba Arts and Cultural Organization Brightness Adults Documentary

Bangladesh Adamant Studios Let There Be Light too Adults Documentary

Audio Visual Creation Understanding and 
Education Daughter of Hope Creeper Teens Drama

Audio Visual Creation Understanding and 
Education School: That Spread Light Adults Documentary

■ Bangladesh Television Against the Wind: A Life’s Journey Children Documentary

Bangladesh Television Road safety of a populous city. Adults Documentary

Bangladesh Television Safe Return Teens Animation

Dhrupad Communication -
Media for Education and Development Live in the Green Adults Documentary

Dhrupad Communication -
Media for Education and Development ’Speak out yourself-Protect yourself’ Teens Documentary

Kolakar Productions Little Voice Big Impact Children Documentary

Machizo Multimedia Communication Leaving no one behind Children Documentary

RISDA-Bangladesh Creativity and innovation Adults Documentary

Cameroon Cameroon Radio and Television Plastic Waste: A sticky issue Teens Documentary

Colombia ISOF.LA S.A.S Fauna, the earth speaks Teens Animation

ZincoTools Entertainment Pet Power Children Animation

■ Ecuador Tamiya Media School without blackboard Teens Documentary

India CHINH UNLOCK Teens Documentary

Jamaica The Creative Production & Training Centre Chloe’s MASK Children Animation

Kenya Buni Media Ltd Ask Dr. Pamoja Children Animation

★
★ NTV Uncut Voices Adults Documentary

★ Kyrgyz 5 Palcev Animation Studio My Dream Profession Children Animation

Pakistan Pakistan Television Corporation "My Favourite" Teens Studio Show

Philippines Courseline Media International Training 
Services WHITE SHADOW Teens Animation

The Philippine Business and News Plant For The Future Teens Drama

South Africa Storytown Productions Desert Warrior Teens Documentary

Sri Lanka Derana TV Online Adults Drama

Sri Lanka Rupavahini Corporation Hope Of Future Children Documentary

Sri Lanka Rupavahini Corporation Wings toward the world Adults Documentary

The Video Team (Pvt) Ltd. National Identity Card Adults Drama
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1971

THE LIFE OF OUR INSECTS: Ant’s World
▲

Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision
(SSR)
<Switzerland>
28’35”

1970 6th  ●  第6回

昆虫の生態
～アリの世界～

▲

スイス放送協会
　＜スイス＞

THE CALENDAR OF NATURE: Once Upon A Time

▲

 Finnish Broadcasting Company (YLE)
<Finland>
39’40”

1965 1st  ●  第1回

自然のカレンダー
～むかし むかし～

▲

フィンランド放送協会
　＜フィンランド＞

CHILDREN’S WORLD: Striving for Independence

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
30’00”

1966 2nd  ●  第2回

幼児の世界
～反抗～

▲

 日本放送協会
　＜日本＞

SCIENCE CLASSROOM FOR THE 1ST GRADE, LOWER 
SECONDARY SCHOOL: Twenty-One Days in the Life of an Egg

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
20’00”

1972 8th  ●  第8回

理科教室中学校１年生
～生命－卵の21日間～

▲
 日本放送協会

　＜日本＞

THIS WOMAN IS YOU: Woman and Work

▲   Universidad Católica de Chile (TELEDUC)
<Chile>
27’00”

1967 3rd  ●  第3回

テレビ婦人学級
～婦人と職業～

▲

チリ・カトリック大学テレビ
　＜チリ＞

1973

HEALTH MAGAZINE PRAXIS: Emergency Test

▲

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
<Germany>
57’44”

9th  ●  第9回

ヘルス・マガジン
～応急処置－12のテスト～

▲
  第2ドイツテレビ

　＜ドイツ＞

SCENE: Last Bus

▲  British Broadcasting Corporation (BBC)
<United Kingdom>
28’45”

1968 4th  ●  第4回

あるシーン
～最終バス～

▲

イギリス放送協会
　＜イギリス＞

1975

DRAMA: Heil Caesar

▲

British Broadcasting Corporation (BBC)
<United Kingdom>
28’51”

10th  ●第10回

ドラマ
～ハイル・シーザー～

▲

イギリス放送協会
　＜イギリス＞

NEW MATHEMATICS: One-to-One Correspondence

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
15’00”

1969 5th  ●  第5回

新しい数学
～対応～

▲

 日本放送協会
　＜日本＞

BIOLOGY COURSE 1 FOR SENIOR HIGH SCHOOL 
CORRESPONDENT STUDENTS: The Silkworm Miracle–Metamorphosis

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
30’00”

1977 11th  ●  第11回

通信高校講座・生物
～変態とホルモン～

▲
 日本放送協会

　＜日本＞

SESAME STREET: Program 132

▲

Children’s Television Workshop (CTW)
<United States>
58’38”

7th  ●  第7回

セサミ・ストリート

▲
 チルドレンズ・テレビジョン・ワークショップ

　＜アメリカ＞

1971

The Grand Prix
Winners

(1965–2019)

歴代グランプリ作品（1965〜2019）
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3-2-1 CONTACT EXTRA: The Rotten Truth
▲

 Children’s Television Workshop (CTW)
<United States>
30’00”

1991 18th  ●  第18回

3－2－1コンタクト環境スペシャル
～ゴミの真実～

▲

チルドレンズ・テレビジョン・ワークショップ
　＜アメリカ＞

Run, Run Little Drops

▲

Jugoslovenska Radiotelevizija/
Television Beograd
<Yugoslavia>
26’02”

1979 12th  ●  第12回

水ってなあに？

▲

ユーゴスラビア国営放送／ベオグラード・テレビ
　＜ユーゴスラビア＞

STEP & JUMP SCIENCE: Motion and Speed–Inertia

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
15’00”

1992 19th  ●  第19回

ステップ＆ジャンプ 運動と速さ
～慣性～

▲

日本放送協会
　＜日本＞

SPACE RACE: Invitation to Outer Space

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
59’00”

1981 13th  ●  第13回

人間は何をつくってきたか
～宇宙船への招待～

▲
 日本放送協会

　＜日本＞

BEHIND THE SCENES:
Behind the Scenes with Robert Gil de Montes

▲

 Learning Designs/WNET Thirteen
<United States>
28’00”

1993 20th  ●  第20回

芸術の生まれるとき
～ロバート・ギル・デ・モンテズ～

▲
  ラーニング・デザイン／ WNET

　＜アメリカ＞

THE WORLD OF NUMBERS:
The Amazing Circle–Diameter and Circumference

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
16’50”

1983 14th  ●  第14回

数の世界
～円周の長さ～

▲

日本放送協会
　＜日本＞

CHILDREN’S GROWTH & HEALTH:
Personal Account–Love of a Brother and Sister

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
30’00”

1994 21st  ●  第21回

こどもの療育相談 シリーズ療育の記録
～姉と兄に見守られて～

▲

 日本放送協会
　＜日本＞

ANIMAL PHYSIOLOGY:
Flying in Birds–An Experimental Approach

▲

 The Open University/
British Broadcasting Corporation (BBC)
<United Kingdom>
24’00”

1985 15th  ●  第15回

動物の生理
～飛ぶ鳥のメカニズム～

▲

  英国国立オープン・ユニバーシティ／イギリス放送協会
　＜イギリス＞

A School Apart

▲

 France 2 (F2)
<France>
55’00”

1995 22nd  ●  第22回

もうひとつの学校

▲

 フランス2
　＜フランス＞

BEYOND THE MECHANICAL UNIVERSE:
The Lorentz Transformation

▲

 The California Institute of Technology/
The Southern California Consortium
<United States>
28’15”

1987 16th  ●  第16回

メカニカルユニバース
～ローレンツ変換の話～

▲

カリフォルニア工科大学／南カリフォルニア・コンソーシアム
　＜アメリカ＞

THE UNIVERSE WITHIN:
Protecting the Living Body–The Immune System

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
45’30”

1989 17th  ●  第17回

驚異の小宇宙 人体
～免疫～

▲

日本放送協会
　＜日本＞

GOOD HEALTH: No Bullying Here

▲

 Carlton UK Television (CAR UK TV)
<United Kingdom>
14’16”

1996 23rd  ●  第23回

健全な心
～いじめをやめよう～

▲

 カールトン・テレビ
　＜イギリス＞
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CHILDREN–Full of Life: Learning to Care
▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
48’30”

2003 30th  ●  第30回

こども・輝けいのち
第3集 涙と笑いのハッピークラス
～4年1組 命の授業～

▲

 日本放送協会
　＜日本＞

TELETUBBIES: Playing in the Rain

▲

 British Broadcasting Corporation (BBC)
<United Kingdom>
24’00”

1997 24th  ●  第24回

シリーズ・テレタビーズ
～あめあめふれふれ～

▲

イギリス放送協会
　＜イギリス＞

ON THE EDGE OF THE ODD: Fears of the Full Moon

▲

 Finnish Broadcasting Company (YLE)
<Finland>
24’00”

1998 25th  ●  第25回

文学入門
～満月の恐怖 ホラーって何だろう～

▲
 フィンランド放送協会

　＜フィンランド＞

The Last Supper in New York

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
52’00”

1999 26th  ●  第26回

ETVカルチャースペシャル
最後の晩餐ニューヨークを行く
～僕たちが挑むレオナルドの謎～

▲

日本放送協会
　＜日本＞

Through a Blue Lens

▲

 National Film Board of Canada (NFB)
<Canada>
52’08”

2000 27th ●  第27回

レンズのむこうの真実

▲
  カナダ国立映画制作庁

　＜カナダ＞

Sound and Fury

▲

 Public Policy Productions/Aronson Film Associates
<United States>
55’41”

2001 28th  ●  第28回

音のない世界で

▲

 パブリック・ポリシー・プロダクションズ ／
アロンソン・フィルム・アソシエイツ

　＜アメリカ＞

It’s About Time

▲

 Karuna Films Ltd.
<Israel>
54’00”

2002 29th ●  第29回

時について考える

▲

カルーナフィルム
　＜イスラエル＞

CNN Presents: Surviving Hunger

▲

 Insight News Television/CNN
<United Kingdom/United States>
44’33”

2004 31st  ●  第31回

体験リポート飢餓との闘い

▲

 インサイトニューステレビジョン／CNN
　＜イギリス／アメリカ＞

My Dear Child of the Enemy

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
52’00”

2005 32nd  ●  第32回

NHKスペシャル“大地の子”を育てて
～中日友好楼の日々～

▲

 日本放送協会
　＜日本＞

Braindamadj’d...Take II

▲

 Apartment 11 Productions
<Canada>
50’15”

2006 33rd  ●  第33回

ブレインダメーぢ★＃□Ⅱ….

▲

 アパートメント11 プロダクション
　＜カナダ＞

A Lesson In Discrimination

▲

Canadian Broadcasting Corporation
<Canada>
42’00”

2007 34th  ●  第34回

特別授業 差別を知る
～カナダ ある小学校の試み～

▲

カナダ放送協会
　＜カナダ＞

Tell Us About Your Life: A Light in the Darkness

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
28’30”

2008 35th  ●  第35回

課外授業 ようこそ先輩
みんな生きていればいい

▲
 日本放送協会

　＜日本＞

歴代グランプリ作品（1965〜2019）
The Grand Prix Winners (1965–2019)
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What’s Your News?

▲

 TT Animation (TTA)
<United Kingdom>
22’00”

2009 36th  ●  第36回

きみのニュースはなーに？

▲

 TT アニメーション
　＜イギリス＞

Cosmic Code Breakers: The Secrets of Prime Numbers

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
89’00”

2010 37th ●  第37回

素数の魔力に囚われた人々
～リーマン予想・
　天才たちの150年の闘い～

▲

 日本放送協会
　＜日本＞

American Experience: Freedom Riders

▲

 WGBH Educational Foundation
<United States>
115’00”

2011 38th  ●  第38回

アメリカを振り返る
人種隔離バスへの抵抗

▲

 WGBH 教育財団
　＜アメリカ＞

WRINKLES

▲

Perro Verde Films/Cromosoma/
Elephant in the black box
<Spain>
89’07”

2012 39th ●  第39回

皺（しわ）

▲

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

　＜スペイン＞

Cultural Shock

▲

 Zenit Arti Audiovisive/RAI Educational/2+1/Developed 
with the support of the EU MEDIA Program
<Italy>
26’00”

2013 40th  ●  第40回

カルチャーショック

▲

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

　＜イタリア＞

Our Colonial Hangover
▲

 De Familie Film & TV
<Netherlands>
56’35”

2015 42nd  ●  第42回

キミの心の“ブラック・ピーター”

▲

ファミリーフィルム＆テレビ
　＜オランダ＞

COAL HEAP KIDS

▲

 Chasseur d’étoiles/France Télévisions/CNC/Procirep/
Angoa/Java Films
<France>
51’28”

2017 44th  ●  第44回

炭鉱の子どもたち

▲

シャスール・デトワール／フランステレビジョン／CNC／
プロシレプ／アンゴワ／ジャバ・フィルム

　＜フランス＞

Buddha in Africa

▲

 Thinking Strings Media/ Momento Film  
<South Africa/Sweden> 
53’30"

2019 46th  ●  第46回

アフリカのブッダ

▲

シンキング・ストリングス・メディア／
モメント・フィルム
＜南アフリカ／スウェーデン＞

My Life: Born To Vlog

▲

 Blakeway North
<United Kingdom>
28’31"

2018 45th  ●  第45回

マイ・ライフ
ビデオブログが私の人生

▲

ブレイクウェイ・ノース
　＜イギリス＞

THE AMINA PROFILE

▲

esperamos/
National Film Board of Canada (NFB)
<Canada>
84’59”

2016 43rd   ●  第43回

消えたブロガー“アミナ”

▲

エスペラモス／カナダ国立映画制作庁
＜カナダ＞

Project Wild Thing

▲

Green Lions/The BRITDOC Foundation
<United Kingdom>
79’05”

2014 41st  ●  第41回

“自然と遊ぼう！”大作戦

▲
 グリーン･ライオンズ／ 

イギリスドキュメンタリー財団 （BRITDOC)
　＜イギリス＞
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2020, the year of the COVID-19 pandemic, also posed 
unprecedent challenges for the Japan Prize. Even so, with the 
cooperation of content creators and broadcasting corporations 
around the world, we were in the end able to host the Japan 
Prize competition in a brand-new format for these exceptional 
times. As secretary general of the competition, I thank 
everyone for your boundless cooperation from the bottom of 
my heart.

COVID-19 began its global spread from the very start of 
2020 and its impact was soon to be felt in Japan as well from 
around the month of February. The enormous social impact 
here included the nationwide closing of both primary and 
secondary schools, and ordinary citizens in Tokyo, too, were 
asked to stay home. Under these circumstances, we faced a 
difficult decision on whether to go ahead at all with the Japan 
Prize’s 2020 edition.

The dedicated support of past jurors, prize winners 
and other participants was particularly important to us at 
this juncture. We learned from them how content creators 
worldwide were working hard to sustain education, and were 
told how much they wanted to learn the experiences of other 
countries. 

We responded to those calls first with the Japan Prize 
Online Conference in May, which many creators rushed to 
join and where they conveyed their enthusiasm directly. This 
confirmed for us the Japan Prize was now needed more than 
ever. The entire secretariat worked tirelessly to realize this 
year’s competition from that point on.

The full transfer to online judging was also made possible 
by the jurors’ wisdom and dedication. The twelve jurors 
discussed the works online for four nights in a row with great 
sincerity. It is no exaggeration to say the jurors understood 
the spirit of the Japan Prize as a competition for seeking out 
the educational value of each work, as a shared part of our 
common global heritage, even better than we had ourselves.

The transfer online also revealed new possibilities. The new 
Meet the Finalists event enabled the makers of almost every 
work to participate online and tell us the stories behind their 
works. The online streaming of the Awards Ceremony, too, 
became a moving event full of the power of the works and the 
voices of their creators.

This year’s experiences have reaffirmed the Japan Prize’s 
innate value and pointed out new directions for its future 
development. The greater the crisis, the more important 
than ever it becomes to develop teaching methods for the 
next generation. The passion of the content makers remains 
indispensable for this to happen. We, too, are committed in 
this same spirit to carry on sharing outstanding educational 
content as a platform for connecting the content creators of 
the world and advancing together with the world’s educational 
media. I thank everyone for your support so far and ask you to 
join me in preparing for the next Japan Prize competition, too.

コロナ禍が世界を覆った2020年は、日本賞にとってもきわめて異例
の年となりました。そんな中でも、世界の制作者の皆さまや各国放送
局のご協力により、この時代ならではの新しい日本賞を実施すること
ができました。事務局長として心からの感謝を申し上げます。

2020年初頭から世界に広がった新型コロナウイルスの影響は、２月
頃から日本でも顕著となり、全国の小中高等学校が休校、東京都でも
外出自粛が要請されるなど、社会全体が大きな打撃を受ける事態とな
りました。こうした中、私たちも、日本賞2020を開催するべきか否か
大きな判断を迫られることとなりました。

その際に大きな力となったのが、これまで日本賞にご協力くださっ
た審査委員、受賞者、参加者の皆さまでした。世界中の制作者から、
教育の維持に向けて懸命の活動を始めているという知らせがあり、各
国の状況の共有を求める声が届くようになりました。こうした声に応
えて５月に開催した「日本賞オンラインカンファレンス」で、急遽集まっ
てくださった制作者の熱い思いに接し、今こそ日本賞を開催すべきで
あると確信するに至りました。それからは事務局一同、ただ夢中で準
備に取り組んで参りました。

審査の全面的なオンライン化は、本審査委員の知恵と献身的な働き
があったからこそ実現することができました。12名の本審査委員は、
四夜連続のオンラインでの議論に、真摯に取り組んでくださいました。
作品に秘められた教育的価値を探り、人類共通の財産としていくとい
う日本賞の精神を一番よく知っていたのは、私たちではなく審査委員
の皆さまでした。

オンライン化により新しい可能性も見えました。新設したMeet the 
Finalistsでは、ファイナリスト作品の制作者ほぼ全員がオンラインで参
加し、作品の背後にある制作意図を語ってくれました。また、オンライン
配信で実施した授賞式も、作品の力と制作者の声にあふれた感動的な
時間となりました。

今年の経験は、日本賞が内包している価値と目指すべき方向性を、
再認識する機会となりました。危機の時代であればあるほど、次世代
を育む教育の重要度は高まるばかりです。そして、そこに奉仕しよう
という制作者の情熱は不変です。私たちも同じ気持ちの下、今後とも
優れた教育コンテンツを共有し、世界の制作者をつなぐプラットフォー
ムとして、世界の教育メディアとともに歩んで参ります。これまでの
ご支援に心から感謝申し上げるとともに、皆さまと一緒に次の日本賞
を築いていければと願っております。

Tanaka Mizuto
Secretary General, Japan Prize

田中 瑞人 日本賞事務局長

事務局長のあいさつ
Afterword by the Secretary General
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The Winning Works from the Japan Prize 2020
• Dec. 31, 2020 (Thu.) 12:45 P.M.–4:00 P.M. NHK Educational TV

• Jan. 1, 2021 (Fri.) 1:00 P.M.–1:55 P.M. NHK Educational TV

「まるごと見せます！世界の教育コンテンツ～日本賞2020～」
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Programs on the Japan Prize　日本賞関連番組
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