
２０１８年度 受賞番組 

  海外 

コンクール名 部門 賞 番組名等 
ニューカッスル国際フィルムフェス
ティバル 

ブレイクスルー映画製作者 ブレイクスルー映
画製作者賞 

奇跡のコラボ︕パワー全開︕KISS＆ももクロ 

台湾国際子ども映像祭 
テレビ・ウェブシリーズ テレビ・ウェブシリ

ーズ部門最優秀
番組賞 

ビーだま・ビーすけの大冒険スペシャル︕～黒玉軍に気をつ
けろ～ 

ニューヨーク・フェスティバル 

ドキュメンタリー︓ヒューマンコ
ンサーン 

銀賞 ＢＳ１スペシャル「偽りの結婚 ～追いつめられるシリア難
民女性～」 

エンターテインメント︓スペシ
ャルイベント 

銀賞 世界一の庭づくり～英国ガーデニングの祭典に挑む～ 

ドキュメンタリー︓文化 銅賞 ＮＨＫスペシャル「祇園 女たちの物語～お茶屋・８代目
女将（おかみ）～」 

ドキュメンタリー︓国内問題 銅賞 ＥＴＶ特集「原発に一番近い病院 ある老医師の 2000
日」 

ワールド・メディア・フェスティバル 

ドキュメンタリー︓サスティナ
ビリティ 

インターメディアグ
ローブ 金賞 

ＮＨＫスペシャル「巨龍中国 大気汚染 超大国の苦闘
～ＰＭ２．５ 沈黙を破る人々～」 

ドキュメンタリー︓アート インターメディアグ
ローブ 金賞 

HOKUSAI'S IMPACT 

ドキュメンタリー︓倫理・宗
教 

インターメディアグ
ローブ 金賞 

近藤紘子 ～人から人へ～ 

ドキュメンタリー︓歴史 インターメディアグ
ローブ 金賞 

ＮＨＫスペシャル「７３１部隊の真実～エリート医学者と
人体実験～」 

ドキュメンタリー︓カルチャー インターメディアグ
ローブ 銀賞 

ＮＨＫスペシャル「祇園 女たちの物語～お茶屋・８代目
女将（おかみ）～」 

教育︓エデュテインメント インターメディアグ
ローブ 銀賞 

ココがズレてる健常者２～障害者１００人がモノ申す～ 

ドキュメンタリー︓気候 インターメディアグ
ローブ 銀賞 

NHK スペシャル ＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨大危機
Ⅱ～脅威と闘う者たち～ 第２集「異常気象・スーパー台
風 予測不能の恐怖」ー 

ワールド・メディア・フェスティバル 
ツーリズム 

ウェブ︓ウェブベース ミックス
メディア 

インターメディアグ
ローブ 金賞 

JOURNEYS IN JAPAN 

プリ・ジュネス 

６歳以下フィクション部門 最優秀賞「プリ・
ジュネス」 

ビーだま・ビーすけの大冒険スペシャル︕～黒玉軍に気をつ
けろ～ 

１１～１５歳ノンフィクショ
ン部門 

３位 JAPANGLE「公衆トイレ」 

短編部門 ３位 いじめを考えるキャンペーン ＦＡＣＥＳ 

アメリカ国際フィルム・ビデオ祭 

 ドキュメンタリー部門、歴史
カテゴリー 

ゴールド・カメラ賞
(カテゴリー1位） 

ＮＨＫスペシャル「７３１部隊の真実～エリート医学者と
人体実験～」 

ドキュメンタリー部門、歴史
カテゴリー 

ゴールド・カメラ賞
(カテゴリー1位） 

BS1 スペシャル「父を捜して～日系オランダ人 終わらない
戦争～」 

ドキュメンタリー部門、歴史
カテゴリー 

ゴールド・カメラ賞
(カテゴリー1位） 

ＥＴＶ特集「告白～満蒙開拓団の女たち～」 

 エンタテイメント部門、バラ
エティカテゴリー 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

ココがズレてる健常者２～障害者１００人がモノ申す～ 
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エンタテイメント部門、アクシ
ョン・アドベンチャーカテゴリー 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

大河ファンタジー 精霊の守り人Ⅱ 悲しき破壊神 第１
回「災いの子」 

ドキュメンタリー部門、サイエ
ンス・リサーチ・テクノロジーカ
テゴリー 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

ＮＨＫスペシャル「熊本城 再建“サムライの英知”を未来
へ」 

教育部門、プリスクール/幼
稚園カテゴリー 

クリエイティブ・エク
セレンス賞（カテ
ゴリー３位） 

ビーだま・ビーすけの大冒険スペシャル︕～黒玉軍に気をつ
けろ～ 

教育部門、中学生カテゴリ
ー 

クリエイティブ・エク
セレンス賞（カテ
ゴリー３位） 

奇跡のレッスン～世界の最強コーチと子どもたち～「フィギュ
アスケート編」 

エンタテイメント部門、ドラマ
カテゴリー 

クリエイティブ・エク
セレンス賞（カテ
ゴリー３位） 

特集ドラマ「眩（くらら）～北斎の娘～」 

ドキュメンタリー部門、健康・
医療カテゴリー 

クリエイティブ・エク
セレンス賞（カテ
ゴリー３位） 

ありのままの最期 末期がんの“看取り医師” 死までの４
５０日 

マルタ観光局プレスアワード 

TV/ラジオ ドキュメンタリー 第１位 世界ふれあい街歩き 騎士団がつくった街 バレッタ ～マ
ルタ～ 

ドーヴィル・グリーンアワード 
ドキュメンタリー部門 人口
転換・高齢化カテゴリー 

銀賞 ありのままの最期 末期がんの“看取り医師” 死までの４
５０日 

アジア ツーリズム フィルム＆テ
レビジョン アーツ ウィーク 

旅ドキュメンタリー部門 優秀賞 絶景 巨大石柱林 ～中国・張家界を鳥観する～ 

チリ国際子ども映像祭 
プリスクール（シリーズ）部
門  

最優秀賞 ビーだま・ビーすけの大冒険スペシャル︕～黒玉軍に気をつ
けろ～ 

ＡＢＵ賞 

テレビ︓ドラマ部門 ＡＢU賞 特集ドラマ 「眩(くらら)～北斎の娘～」 

テレビ︓子ども番組部門 奨励賞 ビーだま・ビーすけの大冒険スペシャル︕～黒玉軍に気をつ
けろ～ 

テレビ︓「ＡＢＵの視点賞」
部門 2018 年のテーマ「ギ
フト」 

奨励賞 ＥＴＶ特集 「カキと森と長靴と」 

ラジオ︓ドキュメンタリー部門 奨励賞 ラジオ特集 「ドキュメント・原爆ドーム前」 

イタリア賞 

（部門なし/総合） イタリア共和国大
統領特別賞 

ハートネットＴＶ+ 生きるためのテレビ「＃８月３１日の
夜に。」 

ウェブ ノンフィクション部門 イタリア賞 ハートネットＴＶ+ 生きるためのテレビ「＃８月３１日の
夜に。」 

テレビパフォーミングアーツ部
門 

奨励賞 ETV特集「人知れず表現し続ける者たちⅡ」 

オタワ国際アニメーション映画祭 
未就学児童向けアニメーシ
ョン部門 

最優秀賞 プチプチアニメ こにぎりくん ＃４ オルゴール 

ドキュメンタリー国際グランプリ
（ＵＲＴＩ） 

  銅賞 ありのままの最期 末期がんの“看取り医師” 死までの４
５０日 
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ミラノ国際スポーツ映像祭 

ドキュメンタリー（個人スポ
ーツ） 

奨励賞 ミラクルボディ  
復活︕日本柔道 “柔よく剛を制す”の秘密 

スポーツ＆社会 奨励賞 奇跡のレッスン 世界最強コーチと子どもたち  
「ラグビー編～エディー・ジョーンズ～」 

アジア・テレビ賞 
ナチュラルヒストリー/ワイルド
ライフ部門 

最優秀賞 ＮＨＫスペシャル ディープ・オーシャン「南極 深海に巨大
生物を見た」 

アジア・テレビ賞 ドラマ/テレビ映画部門 最優秀賞 特集ドラマ「眩（くらら）～北斎の娘～」 

アジア・テレビ賞 
ソーシャルアウェアネス番組
部門 

最優秀賞 母たちの祈り～フクシマとチェルノブイリ～ 

アジア・レインボーテレビ賞 アニメーション部門 優秀賞 ピカイア︕︕ ＳＥＡＳＯＮ２ 

グリーンイメージ国際環境映像
祭 

  審査委員特別
賞 

ノーナレ  けもの道 京都いのちの森 

 


