
２０１９年度 受賞番組 

  海外 

コンクール名 部門 賞 番組名等 

ニューヨーク・フェスティバル 

ドキュメンタリー：環境＆エ
コロジー 

金賞 ＥＴＶ特集「カキと森と長靴と」 

エンターテインメントスペシャ
ル：テレビ映画 

金賞 特集ドラマ「眩(くらら)～北斎の娘～」 

ドキュメンタリー：コミュニティ
ーポートレイト 

銀賞 福島タイムラプス ～空と大地と人々がつむぐ時間(とき)～  

ドキュメンタリー：ヒューマンコ
ンサーン 

銀賞 母たちの祈り～フクシマとチェルノブイリ～ 

ドキュメンタリー：ヘルス・メ
ディカル 

銅賞 
ＮＨＫスペシャル シリーズ 人体 神秘の巨大ネットワー
ク 第３集「"骨"が出す！最高の若返り物質」 

ドキュメンタリー：アート 銅賞 ETV特集「人知れず表現し続ける者たちⅡ」 

ABU気候変動減災コンクール 防災減災部門 
最優秀テレビ番
組 

ＮＨＫスペシャル ＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨大危
機Ⅱ～脅威と闘う者たち～ 第１集 「都市直下地震 
新たな脅威“長周期パルス”の衝撃」 

ワールド・メディア・フェスティバル 

アニメーション部門 
インターメディア・
グランドアワーズ 
（部門１位） 

アニメ ラディアン 第１４話 「崩壊の鐘の音」 

ドキュメンタリー部門：歴史
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「戦後ゼロ年 東京ブラックホール」 

ドキュメンタリー部門：人権
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「消えた弁護士たち～中国“法治”社会
の現実～」 

エデュケーション部門：ジェ
ネラルエデュケーショントカテ
ゴリー 

インターメディア・
グローブ金賞（カ
テゴリー１位） 

ＥＴＶ特集｢静かで、にぎやかな世界～手話で生きる子
どもたち～」 

アニメーション部門：アニメ/
漫画 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） 

アニメ ラディアン 第１４話 「崩壊の鐘の音」 

ドキュメンタリー部門：アート
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） 

ETV特集「人知れず表現し続ける者たちⅡ」 

ドキュメンタリー部門：スポ
ーツ＆アクティビティカテゴリー 

インターメディア・
グローブ銀賞（カ
テゴリー2位） 

アスリートの魂 「“恐怖”を超えろ スノーボードハーフパイプ 
平野歩夢」 

ドキュメンタリー部門：ソー
シャルエンゲージカテゴリー 

インターメディア・
グローブ銀賞（カ
テゴリー2位） 

魂で塗れ！～異色のペンキ屋集団 リトアニアへ～ 

アニメーション部門：エデュテ
インメントカテゴリー 

インターメディア・
グローブ銀賞（カ
テゴリー2位） 

アニメワールド アニ×パラ ブラインドサッカー 
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アメリカ国際フィルム・ビデオ祭 

エンタテインメント部門：ス
ポーツカテゴリー 

ゴールド･カメラ賞
（カテゴリー１
位） 

BS1 スペシャル「ビッグウェーブサーファー～世界最大の波を
求めて～」 

ドキュメンタリー部門：クラフ
トプロダクションテクニック ア
ニメーションモーショングラフィ
ック 

ゴールド･カメラ賞
（カテゴリー１
位） 

ＮＨＫスペシャル  シリーズ「人類誕生」 

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  シリーズ「人類誕生」 

エンターテインメント部門：
アニメーション 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

パラスポーツ×アニメ 「アニ×パラ」 あなたのヒーローは誰で
すか エピソード１：ブラインドサッカー 

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 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

ＮＨＫスペシャル「アインシュタイン 消えた“天才脳”を追
え」 

ドキュメンタリー部門：社会
問題 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

ＥＴＶ特集「長すぎた入院 ～精神医療・知られざる現
実～」 

ドキュメンタリー部門：短編 
シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

魂で塗れ！～異色のペンキ屋集団 リトアニアへ～ 

ドキュメンタリー部門：健康 
医療 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

人体 神秘の巨大ネットワーク 総集編 第１集 これが
体内の情報ネットワークだ 

エンターテインメント部門：ミ
ニシリーズ 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

正月時代劇「家康、江戸を建てる」 前・後編 

エンターテインメント部門：
ドラマ 

シルバー・スクリー
ン賞（カテゴリー
２位） 

京都発地域ドラマ「ワンダーウォール」 

ドキュメンタリー部門：スポ
ーツレクリエーション 

クリエイティブ・エク
セレンス賞（カテ
ゴリー３位） 

ロストフの１４秒 日本 VS.ベルギー 知られざる物語 

エンターテインメント部門：
バラエティ 

クリエイティブ・エク
セレンス賞（カテ
ゴリー３位） 

チコちゃんに叱られる！ ＃９ 

ドキュメンタリー部門：政治
ガバメント 

クリエイティブ・エク
セレンス賞（カテ
ゴリー３位） 

ＮＨＫスペシャル シリーズ「金正恩の野望」 第１回 

ドキュメンタリー部門：ドキュ
ドラマ 

クリエイティブ・エク
セレンス賞（カテ
ゴリー３位） 

未解決事件 警察庁長官狙撃事件 

ドーヴィル・グリーンアワード 
ドキュメンタリー：住宅・都
市計画部門 

銀賞 
ＮＨＫスペシャル「東京リボーン 第２集 巨大地下迷
宮」 

モンテカルロ・テレビ祭 ニュース番組部門 審査員特別賞 
ＮＨＫスペシャル「消えた弁護士たち～中国“法治”社会
の現実～」 
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国際アートブック＆フィルムフェス
ティバル（ＦＩＬＡＦ） 

映像部門 審査員特別賞 ETV特集「人知れず表現し続ける者たちⅡ」 

カンヌ ライオンズ 国際クリエイ
ティビティ フェスティバル 

フィルムライオンズ：社会行
動／文化的識見 

銅賞 バビブベボディ「臓器の CM」 

オリンピック ゴールデン リングス 

アスリートプロフィール部門 金賞 
ＮＨＫスペシャル「金メダルへの道～スピードスケート・女
子団体パシュート～」 

イノベーション部門 銀賞 8K スーパーハイビジョンライブ放送 

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 奨励賞 
ワイルドライフ「オーストラリア フレーザー島 謎のイヌ ディ
ンゴ 家族の絆で生き抜く」 

イタリア賞 ドキュメンタリー部門 シグニス特別賞 
ＥＴＶ特集「静かで、にぎやかな世界～手話で生きる子
どもたち～」 

ジャクソン・ワイルド・メディア・ア
ワーズ 

人と自然 
外国語作品 審
査員特別賞 

ＥＴＶ特集「カキと森と長靴と」  

中国ドラゴン賞 科学長編部門 金賞 
ＮＨＫスペシャル「アインシュタイン 消えた“天才脳”を追
え」 

ミラノ国際スポーツ 
ドキュメンタリー：チャンピオ
ン・伝記部門 

奨励賞 
BS1 スペシャル「ビッグウェーブサーファー～世界最大の波を
求めて～」 

キネコ国際映画祭 短編映画部門 日本作品賞 貴女へ～アニメーションで伝える「ヒバクシャからの手紙」 

日本賞 

  
国際交流基金
理事長賞 

FACES ～How I survived being bullied～ 
http://www.nhk.or.jp/faces/ 

  ユニセフ賞 
ＥＴＶ特集「静かで、にぎやかな世界 手話で生きる子ど
もたち」 

ABU賞  

テレビ・ドキュメンタリー番組
部門 

ABU賞 ＮＨＫスペシャル「大往生 ～わが家で迎える最期～」 

テレビ・スポーツ番組部門 ABU賞 
ＮＨＫスペシャル「ロストフの１４秒 日本 vs.ベルギー 
知られざる物語」 

ラジオ・ドラマ番組部門 ABU賞 ＦＭシアター「灰色のカンバス」 

ＡＡＡ(アジアン・アカデミー・ア
ワーズ) 

単発ドラマ/テレビ映画部門 最優秀賞 ８Ｋスペシャルドラマ「浮世の画家」 

アジア・テレビ賞（ATA） 子ども番組部門  最優秀賞 バビブベボディ「赤ちゃん」 

 


