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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～」 

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 

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「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」 

エンターテインメント番組
部門：そのほか 

"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６
８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」 

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「終の住処はどこに 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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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６
８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：幼児部門 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「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「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「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！」 

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 

「２０１３年１０月に伊豆大島を襲った台風 26号の報道」 
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  ABU Techinical 
Review誌 最優
秀論文賞 

「UHDTV システム表色系と実装のための技術開発」 

  ABU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 

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 人間を越えられるか 
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”子どもたちが語る３．１１ 

 


