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コンクール受賞番組一覧（2014年度）放送
1．国際コンクール受賞一覧
　2014年度は，26のコンクールで延べ52の番組が受賞した。

コンクール名 部　門 賞 番　組　名　等

シカゴ国際映画祭テ
レビ賞

長編テレビ映画部門 金賞 特集ドラマ「ラジオ」

ドキュメンタリー
アート／人道部門 銀賞 音楽ドキュメント「涙の書」

ドキュメンタリー
科学／自然部門 金賞 BS1スペシャル「波のむこう～浪江町の邦子おばさん～」

第 6回台湾国際子ども
映像祭 テレビ番組部門 最優秀テレビ番組賞 デザインあ（19）

ジョージ・フォスタ
ー・ピーボディー賞

ジョージ・フォスター・
ピーボディー賞

BS世界のドキュメンタリー「“アメリカン・ゲットー”麻
薬戦争と差別の連鎖」

ニューヨーク・フェ
スティバル

テレビ・ドキュメンタ
リー情報番組部門
（国内・国際問題）

金賞 ドキュメンタリーWAVE「映像記録　市民が見つめたシ
リアの 1年」

第61回インド映像祭 最優秀科学技術映像賞 発掘アジアドキュメンタリー「生理用ナプキン製造機を
作った男～インド～」

ワールド・メディア・
フェスティバル

ドキュメンタリー部門：
家族番組カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ金賞（カテゴリー
1位）

足元の小宇宙～82歳　植物写真家と見つめる生命～

ドキュメンタリー部
門：自然・野生生物カ
テゴリー

インターメディアグロ
ーブ金賞（カテゴリー
1位）

NHKスペシャル　シリーズ深海の巨大生物「謎の海底サ
メ王国」

エンターテインメント
番組部門：そのほか

インターメディアグロ
ーブ金賞（カテゴリー
1位）

特集ドラマ「ラジオ」

“Hand in Hand”特別賞 特集ドラマ「ラジオ」

ドキュメンタリー番組
部門：ライフスタイル
カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ金賞（カテゴリー
1位）

7年ごとの記録　28歳になりました

教育番組部門：就学前・
幼稚園カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ銀賞（カテゴリー
2位）

あにまるワンだ～「アフリカゾウ」

ドキュメンタリー番組
部門：研究・科学カテ
ゴリー

インターメディアグロ
ーブ銀賞（カテゴリー
2位）

NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い～被爆者と医
師の68年～」

ドキュメンタリー番組
部門：自然・野生生物
カテゴリー

インターメディアグロ
ーブ銀賞（カテゴリー
2位）

NHKスペシャル「世界遺産　富士山～水めぐる神秘～」

アルベール国際動物
フィルムフェスティ
バル

プロフェッショナル部
門 最優秀脚本特別賞 ダーウィンが来た！生きもの新伝説「世紀の発見！海底

のミステリーサークル」

ペラゴス国際海洋映
像祭 長編部門 審査員特別賞 NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」

第54回モンテカル
ロ・テレビ祭

特別賞　モナコ赤十字
賞 NHKスペシャル　特集ドラマ「東京が戦場になった日」

特別賞　レーニエ 3世
賞

BS1スペシャル「海底からの警告～化学兵器　大量投棄の
実態～」

アメリカ国際フィル
ム・ビデオ祭

ドキュメンタリー：社
会問題部門

ゴールド･カメラ賞
（部門 1位）

NHKスペシャル「終（つい）の住処（すみか）はどこに　
老人漂流社会」

教育：小学校部門 シルバー･スクリーン
賞（部門 2位） さんすう刑事ゼロ「時計のトリックを見破れ～対称～」
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コンクール名 部　門 賞 番　組　名　等

アメリカ国際フィル
ム・ビデオ祭

ドキュメンタリー：健
康／医療部門

シルバー･スクリーン
賞（部門 2位）

NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い～被爆者と医
師の68年～」

ドキュメンタリー：ア
ート部門

シルバー･スクリーン
賞（部門 2位） 音楽ドキュメント「涙の書」

エンターテインメン
ト：パフォーミングア
ート部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門3位） 小林賢太郎テレビ　ライブ　ポツネン　in　ヨーロッパ

エンターテインメン
ト：ゲームショー部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門3位） 伝えてピカッチ

教育番組：幼児向け部
門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門3位）

ノージーのひらめき工房「（ 1）クシャクシャであそぼ
う！」

エンターテイメント：
テレビムービー部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門3位） 特集ドラマ「ラジオ」

ドキュメンタリー：自
然／野生生物部門

クリエイティブ・エク
セレンス賞（部門3位） NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」

アジア・レインボー
テレビ賞

自然環境ドキュメンタ
リー部門

最優秀自然環境ドキュ
メンタリー（部門1位）

NHKスペシャル　シリーズ深海の巨大生物「謎の海底サ
メ王国」

ドーヴィル・グリー
ンアワード

ドキュメンタリー：人
口転換・高齢社会部門 最優秀賞 NHKスペシャル“認知症800万人”時代

「“助けて”と言えない　孤立する認知症高齢者」

ドイツ国際自然映像
祭（Green Screen） 最優秀海洋作品賞 NHKスペシャル　シリーズ深海の巨大生物「謎の海底サ

メ王国」

マッツァル国際ネイ
チャーフィルムフェ
スティバル

自然部門 ベストディレクター賞 ワイルドライフ「パナマ 熱帯雨林　森の賢者ハキリアリ　
巨大農場を作る」

水、海と海洋国際フィ
ルムフェスティバル グランプリ NHKスペシャル「大海原の決闘！クジラ対シャチ」

中国ドラゴン賞

科学ドキュメンタリー
短編部門 金賞 ダーウィンが来た！生きもの新伝説「世紀の発見！海底

のミステリーサークル」

自然＆環境部門 銀賞 NHKスペシャル　シリーズ深海の巨大生物「謎の海底サ
メ王国」

科学教育ショー部門 銅賞 ためしてガッテン「夏！炭酸パワーの真実　都市伝説を
一挙解明！」

第41回日本賞 コンテンツ部門　幼児
向けカテゴリー 最優秀賞（総務大臣賞）ミミクリーズ　きいろとくろのヒミツ

ワイルドスクリーン　
フィルム　フェステ
ィバル

Against All Odds部門 最優秀賞 NHKスペシャル「世界初撮影！深海の超巨大イカ」

ABU賞

テレビ：スポーツ番組
部門 ABU賞 SUMO SPIRIT～A Storm from Egypt～

テレビ：ABUの視点賞
部門（今年のテーマは
“celebration（お祝い）”）

奨励賞 NHKスペシャル「あの日　生まれた命」

ラジオ：ドラマ番組部門 ABU賞 FMシアター「金魚の恋、五十五年の夢」
デニス・アンソニー記
念賞（最も優れたニュ
ース取材を行ったアジ
アビジョン加盟放送機
関に贈られる賞）

「2013年10月に伊豆大島を襲った台風26号の報道」

ABU Techinical 
Review誌　
最優秀論文賞

技研・テレビ方式　正岡主任研究員「SHVの広色域化」

ABU技術功績賞 NHKアイテック　久保田社長　長年のABUへの貢献に対
して



第４部　資料編｜NHK

NHK年鑑’15 652

コンクール名 部　門 賞 番　組　名　等

国際連合協会映画祭 最優秀ドキュメンタリ
ー賞

BS世界のドキュメンタリー「ペシャワールの少年～パキ
スタン　性犯罪の実態～」

ヨーロッパ賞 最優秀ヨーロッパテレ
ビドキュメンタリー賞

BS世界のドキュメンタリー「塀の中の“自由”～アフガ
ニスタンの女性刑務所～」

国際水中映像祭 Nausicaa賞（ノージカ
国際海洋センター賞）

BS1スペシャル「海底からの警告～化学兵器　大量投棄の
実態～」

国際エミー賞 ドキュメンタリー部門 国際エミー賞 BS世界のドキュメンタリー「塀の中の“自由”～アフガ
ニスタンの女性刑務所～」

四川テレビ祭 自然・環境部門 最優秀自然・環境保護
賞

BS1スペシャル「海底からの警告～化学兵器　大量投棄の
実態～」

バンコク科学映像祭
シーメンス・ディスカ
バリー賞

ワイルドライフ「パナマ 熱帯雨林　森の賢者ハキリアリ　
巨大農場を作る」

審査員賞 NHKスペシャル「ロボット革命　人間を超えられるか」

国連国際防災テレビ
ドキュメンタリー賞

防災に関するヒューマ
ン・ストーリー部門 最優秀賞 釜石の“奇跡”「～3.11　子どもたちの記録～」

2．国内コンクール受賞一覧
　14年度は，19のコンクールで延べ88の番組が受賞した。

コンクール名 部　門 賞 番　組　名　等

第32回向田邦子賞 向田邦子賞 森下佳子
連続テレビ小説「ごちそうさん」の脚本に対して

第22回橋田賞

橋田賞

連続テレビ小説「あまちゃん」
ETV特集「戦場で書く～作家・火野葦平の戦争～」
キッチンが走る！

森下佳子（脚本家）
連続テレビ小説「ごちそうさん」等の脚本に対して

橋田賞新人賞
綾野剛（俳優）大河ドラマ「八重の桜」等

能年玲奈（俳優）連続テレビ小説「あまちゃん」の演技に
対して

優良放送番組推進会議

ドラマ番組部門（地上波） 大河ドラマ「軍師官兵衛」
旅番組部門（BS） 世界ふれあい街歩き

会議が選ぶ2013年度の
番組（BS） 世界ふれあい街歩き

ドキュメンタリー番組
部門（BS）

アスリートの魂「限界は考えない　トライアスロン　古畑
俊男」

科学ジャーナリスト
賞 科学ジャーナリスト賞

代表受賞者　三村忠志（報道局社会番組部CP）
NHKスペシャル「“いのちの記録”を未来へ～震災ビッグ
データ～」

放送人グランプリ
2014

準グランプリ NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い～被爆者と医
師の68年～」制作スタッフ

優秀賞 土曜ドラマ「足尾から来た女」制作スタッフ

第40回放送文化基金
賞

テレビドキュメンタリ
ー番組

最優秀賞 ETV特集「三池を抱きしめる女たち～戦後最大の炭鉱事
故から50年～」

制作賞
ETV特集「三池を抱きしめる女たち～戦後最大の炭鉱事
故から50年～」の取材者
熊谷博子（映像ジャーナリスト）

奨励賞

戦後史証言プロジェクト　日本人は何をめざしてきたの
か　第 5回「福島・浜通り　原発と生きた町」

NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い～被爆者と医
師の68年～」

テレビドラマ番組 優秀賞 連続テレビ小説「あまちゃん」
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コンクール名 部　門 賞 番　組　名　等

第40回放送文化基金
賞

テレビエンターテイン
メント番組

最優秀賞 NHKスペシャル「足元の小宇宙～生命を見つめる植物写
真家～」

演出賞

NHKスペシャル「足元の小宇宙～生命を見つめる植物写
真家～」
ディレクター水沼真澄（大型企画開発センター）
ディレクター三角恭子（制作局第 1制作センター　科学・
環境番組部）

優秀賞 ケンボー先生と山田先生～辞書に人生を捧げた二人の男
～

ラジオ番組 奨励賞 FMシアター「金魚の恋、五十五年の夢」

個人・グループ部門

放送文化
“シリーズ「ふるさとの記憶」プロジェクト”（NHK盛岡
放送局，「失われた街」模型復元プロジェクト）

板垣淑子（大型企画開発センターCP）

放送技術 「スカイマップ」開発グループ（代表者：放送技術局制
作技術センター　番組制作技術部　中島孝）

特別賞 ラウドネス導入プロジェクト

第51回ギャラクシー
賞

テレビ部門

大賞 連続テレビ小説「あまちゃん」

選奨

NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い～被爆者と医
師の68年～」

NHKスペシャル“認知症800万人”時代
「母と息子　3000日の介護記録」

NHKスペシャル“認知症800万人”時代
「“助けて”と言えない　孤立する認知症高齢者」

地球イチバン「地球でイチバン新しい国～南スーダン～」

特別賞 戦後史証言プロジェクト　日本人は何をめざしてきたの
か　第 1回～第 8回

報道活動部門
大賞

「里山資本主義」地方，日本の新たな生き方を提案し，「解
決策」を提示するシリーズ番組放送と出版，全国的ムー
ブメントの創出
代表者：広島放送局　井上恭介CP

選奨 シリーズ『ふるさとの記憶』
代表者：盛岡放送局　堀川篤志CP

ラジオ部門 選奨 FMシアター「どこかで家族」

テレビ部門 奨励賞

仕事ハッケン伝「冨永愛×左官」

NHKスペシャル「家で親を看取（みと）る　その時あな
たは」

ETV特集「毒と命～カネミ油症　母と子の記録～」
探検バクモン「“性”をめぐる大冒険」

クローズアップ現代「激増する野生動物～福島の生態系
に何が～」

戦後史証言プロジェクト　日本人は何をめざしてきたの
か　第 1回～第 4回

NHKスペシャル「調査報告　日本のインフラが危ない」
7年ごとの記録　28歳になりました
土曜ドラマ「夫婦善哉」全 4回
ファミリーヒストリー

NHKスペシャル　東日本大震災「逆境からの再出発～高齢
者を支える医師たちの挑戦～」

明日へ－支えあおう－　証言記録　東日本大震災　第22
回「岩手県宮古市田老～巨大堤防を越えた津波～」

ETV特集「左手のピアニスト～もうひとつのピアノ・レ
ッスン～」

キッチンが走る！「総集編　2013感動の一期一会スペシ
ャル」



第４部　資料編｜NHK

NHK年鑑’15 654

コンクール名 部　門 賞 番　組　名　等

第51回ギャラクシー
賞

テレビ部門 奨励賞

ETV特集「記憶は愛である～森﨑東・忘却と闘う映画監
督～」

プレミアムドラマ「歌謡曲の王様伝説　阿久悠を殺す」

井上陽水　ドキュメント「氷の世界40年」～日本初ミリオ
ンセラーアルバムの衝撃とその時代～

土曜ドラマ「足尾から来た女」（前・後編）

NHKスペシャル「どう使われる　3.3兆円～検証　復興計
画～」

NHKスペシャル「里海　SATOUMI　瀬戸内海」
ラジオ部門 奨励賞 FMシアター「世界から猫が消えたなら」

第41回伊藤熹朔賞 本賞

連続テレビ小説「あまちゃん」のテレビ美術に対して
丸山純也チーフディレクター・岩倉暢子職員（放総・デ
ザインセンター映像デザイン部）・枝茂川泰生（NHKアー
ト）

第62回菊池寛賞 菊池寛賞
NHKスペシャル“認知症800万人”時代「行方不明者 1万
人～知られざる徘徊の実態～」および一連のキャンペー
ン報道

第 3回日本医学ジャ
ーナリスト協会賞 映像部門 大賞 ETV特集「僕は忘れない～瀬戸内 ハンセン病療養所の島

～」

第34回「地方の時代」
映像祭

グランプリ NHKスペシャル「里海　SATOUMI　瀬戸内海」

放送局部門
優秀賞 ETV特集「ガタロさんが描く町～清掃員画家のヒロシマ

～」

選奨 ETV特集「三池を抱きしめる女たち～戦後最大の炭鉱事
故から50年～」

国際ドラマフェステ
ィバル　東京ドラマ
アワード

作品賞
優秀賞（連続ドラマ） 連続テレビ小説「ごちそうさん」
優秀賞（単発ドラマ） 土曜ドラマ「足尾から来た女」
ローカル・ドラマ賞 ダルマさんが笑った。

個人賞 助演男優賞 吉田鋼太郎「花子とアン」等

第45回科学放送高柳
賞

科学放送高柳賞・最優
秀賞 NHKスペシャル「アルツハイマー病をくい止めろ！」

第31回ATP賞テレビ
グランプリ

グランプリ BS1スペシャル「憎しみとゆるし～マニラ市街戦 その後
～」

ドキュメンタリー部門 最優秀賞 BS1スペシャル「憎しみとゆるし～マニラ市街戦 その後
～」

情報・バラエティ部門 優秀賞 哲子の部屋　「第 1 回　哲学って、考えるって何？」　
「第 2回　人はなぜ学ばなければいけないの？」

ドラマ部門 優秀賞 土曜ドラマ「芙蓉の人～富士山頂の妻」　第 3回「天空
の笑顔」

ドキュメンタリー部門 優秀賞 BS1スペシャル「女たちのシベリア抑留」
総務大臣賞 NHKスペシャル「和食　千年の味のミステリー」

ドキュメンタリー部門 奨励賞

NHKスペシャル「和食　千年の味のミステリー」

明日へ－支えあおう－「是枝監督×女子高生～震災 3年　
福島を描く～」

極私的ドキュメント　にっぽんリアル「38歳　自立と
は？」

新人賞 青山ワンセグ開発「すもうねこ」の演出
雫石瑞穂（テレパック）

文化庁芸術祭

テレビ部門／ドキュメ
ンタリーの部

大賞 夏期特集「君が僕の息子について教えてくれたこと」
優秀賞 BS1スペシャル「女たちのシベリア抑留」

テレビ部門／ドラマの
部 優秀賞 土曜ドラマ「足尾から来た女」（前・後編）

ラジオ部門／ドキュメ
ンタリーの部 優秀賞 ラジオ特集「語り出す被爆遺品～69年目に明らかになる

真実～」
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コンクール名 部　門 賞 番　組　名　等

グッド減災賞 優秀賞 NHKぼうさいマップを作ろう（ウェブサイト）
http://www.nhk.or.jp/bousaimap/

坂田記念ジャーナリ
ズム賞

第 2部門　放送の部
〈国際交流・貢献報道〉

坂田記念ジャーナリズ
ム賞

「Brakeless 福知山線脱線事故 9年」取材班
＊国際共同制作番組「Brakeless～福知山線脱線事故 9年
～」

東日本大震災復興支
援坂田記念ジャーナ
リズム賞

放送の部
東日本大震災復興支援
坂田記念ジャーナリズ
ム賞

仙台，盛岡，福島放送局取材・制作チーム
＊「NHKスペシャル」（計13本）による被災地からの全国
発信

第56回科学技術映像
祭

文部科学大臣賞
NHKスペシャル　巨大災害　MEGA DISASTER　地球大
変動の衝撃　第 4集「火山大噴火　迫りくる地球規模の
異変」

自然・くらし部門 優秀賞 NHKスペシャル「知床　ヒグマ運命の旅」

科学技術教養部門 優秀賞 NHKスペシャル　人体　ミクロの大冒険　第 1回「あな
たを創る！細胞のスーパーパワー」

3．第41回「日本賞」受賞作品
賞　　　　　　名 タ　イ　ト　ル 媒体・長さ 機　関　名 国・地域名

グランプリ日本賞 “自然と遊ぼう！”大作戦 映画
79分05秒

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

コ

ン

テ

ン

ツ

部

門

最

優

秀

賞

幼児向け
カテゴリー
（0～6歳）

総務大臣賞 ミミクリーズ　きいろとくろ
のヒミツ

テレビ
15分00秒

日本放送協会 （NHK）
NHKエデュケーショナル 日 本

児童向け
カテゴリー
（6～12歳）

文部科学大臣賞 わたしの友だちは “トカゲ” テレビ
14分55秒

フィールグッド・フィクシ
ョン イ ギ リ ス

青少年向け
カテゴリー
（12～17歳）

外務大臣賞 障害を抱きしめて テレビ
21分40秒 大愛衛星テレビ 台 湾

生涯教育
カテゴリー
（18歳以上）

東京都知事賞 “自然と遊ぼう！”大作戦 映画
79分05秒

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

クリエイティ
ブ・フロンテ
ィア カテゴリ
ー（全年齢）

経済産業大臣賞 ネットウォーズ クロスメ
ディア

フィルムタンク
MIIQOスタジオ
アルテ（ARTE）／第 2ドイ
ツテレビ（ZDF）
バスタイ・リュッベ

ド イ ツ

特
別
賞

前田賞 娘と私は同級生 テレビ
51分15秒 GMAネットワーク フィリピン

国際交流基金理事長賞 さかなはどこへ？ 映画
2分30秒

カナダ国立映画制作庁
（NFB） カ ナ ダ

ユニセフ賞 5年生のシンデレラ テレビ
24分54秒

スリランカ放送協会
（SLRC） スリランカ

NHK会長賞 ウサギさんとシカさん 映画
16分17秒

モホリ・ナジ芸術デザイン
大学 ハンガリー

賞　　　　　　名 タ　イ　ト　ル 視聴対象 機　関　名 国・地域名

企
画
部
門

最
優
秀
賞
放送文化基金賞 ミーアキャットのぼうけん 子ども

向け ナミビア放送協会（NBC） ナ ミ ビ ア

特
別
賞
日本ユネスコ協会連盟賞 バイジャルプル村の少女 青少年

向け メディア・ヘルプ・ライン ネ パ ー ル


