
２０１９年度 受賞番組 

  国内 

コンクール名 部門 賞 番組名等 

文化庁メディア芸術祭  
エンタテインメント部
門 

優秀賞 
「Ｐｅｒｆｕｍｅ×ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ」ｐｒｅｓｅｎ
ｔｓ “Ｒｅｆｒａｍｅ” 

橋田賞 

  橋田賞 
松坂 慶子 （俳優） 大河ドラマ「西郷どん」、連続テレビ小
説「まんぷく」の演技に対して 

  橋田賞 
岡田 将生 （俳優） ドラマ１０ 「平成元禄落語心中」の
演技に対して 

  橋田賞新人賞 
永野 芽郁 （俳優） 連続テレビ小説「半分、青い。」の演技
に対して 

放送人グランプリ２０１９ 

  グランプリ 
北川 悦吏子 （脚本家）  連続テレビ小説「半分、青い。」
の脚本に対して 

  企画賞 チコちゃんに叱られる！ 

  奨励賞 

下村 幸子 （ＮＨＫエンタープライズ エグゼクティブ・プロデュー
サー）    
ＢＳ１スペシャル「在宅死 “死に際の医療”２００⽇の記録」
などの番組制作に対して 

  特別賞 
相田  洋 （フリープロデューサー＆ディレクター）  
ＥＴＶ特集「５０年目の乗船名簿」シリーズ４部作などこれま
での長年の業績に対して 

  
第５回 大山勝
美賞 

黒崎  博 （ＮＨＫチーフ・プロデューサー） ドラマ「未解決
事件 警察庁長官狙撃事件」の演出に対して 

ギャラクシー賞 

テレビ部門 大賞 
ＥＴＶ特集「静かで、にぎやかな世界～手話で生きる子どもたち
～」 

テレビ部門 優秀賞 ＥＴＶ特集「誰が命を救うのか 医師たちの原発事故」 

テレビ部門 選奨 チコちゃんに叱られる！ 

テレビ部門 選奨 病院ラジオ 

テレビ部門 選奨 ＮＨＫスペシャル「“駅の子”の闘い～語り始めた戦争孤児～」 

テレビ部門 選奨 
ＢＳ１スペシャル「老いてなお 花となる 第二章 俳優・織本順
吉 ９２歳」 

テレビ部門 個人賞 菅田 将暉 （「菅田将暉ＴＶ」などの演技に対して） 

テレビ部門 特別賞 
ＢＳ１ スペシャル「ボルトとダシャ マンホールチルドレン ２０ 
年の軌跡」  

テレビ部門 フロンティア賞 「スローな武士にしてくれ」 

テレビ部門 
マイベストＴＶ賞
グランプリ 

チコちゃんに叱られる！ 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「ラーマのつぶやき～この社会の片隅で～」 

テレビ部門 奨励賞 
ＮＨＫスペシャル シリーズ 金正恩の野望 
第１集「暴君か戦略家か 禁断の実像」 
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第２集「３９号室外貨獲得の闇」 
第３週「核・ミサイル 隠された真実」 

ギャラクシー賞  

テレビ部門 奨励賞 シブヤノオト「オールナイトニッポン コラボスペシャル」 

テレビ部門 奨励賞 土曜ドラマ「やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる」 

テレビ部門 奨励賞 
ＥＴＶ特集「基地で働き 基地と闘う～沖縄 上原康助の苦
悩～」 

テレビ部門 奨励賞 
アナザーストーリーズ ～Ｗｅ Ａｒｅ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ～
奇跡の一夜 １０時間の真実～」 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「私は産みたかった～旧優生保護法の下で～」 

テレビ部門 奨励賞 
ＮＨＫスペシャル「消えた弁護士たち～中国“法治”社会の現実
～」 

テレビ部門 奨励賞 ミステリースペシャル「満願」『万灯』｛夜警』『満願』 

テレビ部門 奨励賞 
のぞき見ドキュメント １００カメ 「『週刊少年ジャンプ』編集
部」 

テレビ部門 奨励賞 ドラマ１０「透明なゆりかご」 

テレビ部門 奨励賞 スーパープレミアム スペシャルドラマ「マリオ～ＡＩのゆくえ～」 

テレビ部門 奨励賞 土曜ドラマ「フェイクニュース」 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「佐藤さんとサンくん～難民と歩む あかつきの村～」 

テレビ部門 奨励賞 
ＢＳ１スペシャル「婚活３８度線～脱北女性たち・南北融和の
中で～」 

テレビ部門 奨励賞 
世界はＴｏｋｙｏをめざす 父と歩め！ 柔の道～イタリア 男
子柔道～ 

テレビ部門 奨励賞 
見上げればあなたはいつもそこに～祝還暦・拝啓 東京タワー様
～ 

テレビ部門 奨励賞 満島ひかり×江戸川乱歩 

テレビ部門 奨励賞 
プロフェッショナル 仕事の流儀「皿を割れ、ふるさとのために～地
方公務員・くまモン～」 

テレビ部門 奨励賞 欲望の資本主義２０１９ 偽りの個人主義を越えて 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル 東京リボーン 第２集「巨大地下迷宮」 

テレビ部門 奨励賞 ドラマ１０「トクサツガガガ」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「詐欺の子」 

ラジオ部門 奨励賞 
五線譜に託した最後の想い～学徒出陣７５年 戦争が引き裂
いた若者たちの夢 
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ギャラクシー賞 

ラジオ部門 奨励賞 ＦＭシアター「エンディング・カット」 

報道活動部門 奨励賞 ハートネットＴＶ「＃８月３１⽇の夜に。」キャンペーン 

農業ジャーナリスト賞 
  

農業ジャーナリスト
賞 

明⽇へ つなげよう 証言記録 東⽇本大震災 第７８回「希
望の光を種牛に託して 福島県川内村」 

  特別賞 ＥＴＶ特集 「カキと森と長靴と」  

放送文化基金賞 

テレビドキュメンタリー
番組部門 

最優秀賞 
ＮＨＫスペシャル 消えた弁護士たち～中国“法治”社会の現実
～ 

テレビドキュメンタリー
番組部門 

奨励賞 ＢＳ１スペシャル「カノン ～家族のしらべ～」 

テレビドキュメンタリー
番組部門 

奨励賞 
ＥＴＶ特集「静かで、にぎやかな世界 ～手話で生きる子どもた
ち～」 

  企画賞 
長嶋 愛 「ＥＴＶ特集「静かで、にぎやかな世界 ～手話で生
きる子どもたち～」 

テレビドラマ番組部門 最優秀賞 ＮＨＫスペシャル ドラマ「詐欺の子」 

  演技賞 ＮＨＫスペシャル ドラマ「詐欺の子」 桃井かおり 

  脚本賞 ＮＨＫスペシャル ドラマ「詐欺の子」 高田 亮 

テレビドラマ番組部門 奨励賞 ドラマ１０ 「透明なゆりかご」 

テレビエンターテインメ
ント番組部門 

最優秀賞 チコちゃんに叱られる！ 

個人・グループ部門 
【放送文化】 

  田辺 眞人 （放送文化に関する調査・研究） 

個人・グループ部門 
【放送文化】 

  
ＮＨＫ 潜水チーム （高度な専門技術力を駆使して半世紀
以上にわたり多彩な水中映像コンテンツを制作） 

個人・グループ部門 
【放送技術】 

  白黒映像の自動カラー化システムの開発  

個人・グループ部門 
【放送技術】 

  ＡＩを用いた動画要約システムの開発   

衛星放送番組 
オリジナルアワード 

全部門 グランプリ 
ＢＳ１スペシャル 「ボルトとダシャ マンホールチルドレン２０年
の軌跡」 

オリジナル番組部門 最優秀賞 
ＢＳ１スペシャル 「ボルトとダシャ マンホールチルドレン２０年
の軌跡」 

オリジナル番組部門 最優秀賞 Ｗｈｙ？強くなった？卓球ニッポン 

編成企画部門 最優秀賞 家族になろうよ 犬と猫と私たちの未来 関連編成  

科学ジャーナリスト賞 2019   大賞 

ＮＨＫスペシャル「見えないものが見える川 奇跡の清流 銚子
川」 
代表受賞者  津放送局  森  哲也 ディレクター （第三
制作）遠山 哲也 チーフ・ディレクター 
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ＡＴＰ賞テレビグランプリ 

  グランプリ ドラマ１０ 「透明なゆりかご」 

ドキュメンタリー部門 最優秀賞 ＢＳ１スペシャル テロリストの⺟と呼ばれて 闘いと再生の記録 

情報・バラエティ部門 最優秀賞 
見上げればあなたはいつもそこに ～祝 還暦・拝啓東京タワー
様～ 

ドラマ部門 最優秀賞 ドラマ１０ 「透明なゆりかご」 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 
ＥＴＶ特集「写真は小さな声である～ユージン・スミスの水俣
～」 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 シリーズ・子どもたちの夢 チベット・遥かな心の旅～中国～ 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 新⽇本風土記 「釜ヶ崎」 

情報・バラエティ部門 優秀賞 若冲 Ｖｓ． 北斎～夢の天才対決～ 

ドラマ部門 優秀賞 ミステリースペシャル 満願 

ドラマ部門 優秀賞 花へんろ 特別編 「春子の人形」 

ドキュメンタリー部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル ラップと知事選 沖縄 若者たちの声 

ドキュメンタリー部門 奨励賞 
ＢＳ１スペシャル「老いてなお 花となる 第二章 俳優・織本順
吉 ９２歳」  

ドキュメンタリー部門 奨励賞 
世界はＴｏｋｙｏをめざす 「５５歳のオリンピアン 笑顔の理
由～ルクセンブルク 卓球～」 

ドラマ部門 奨励賞 土曜時代ドラマ ぬけまいる～女三人伊勢参り 

ドラマ部門 奨励賞 ドラマ 「女川 いのちの坂道」 

  奨励新人賞 
鹿島 悠（ＮＨＫエンタープライズ）  第４２回創作テレビド
ラマ大賞 「週休４⽇でお願いします」 

  総務大臣賞 スローな武士にしてくれ ～京都撮影所ラプソディー～ 

ＪＣＪ賞   ＪＣＪ賞 ＥＴＶ特集「誰が命を救うのか 医師たちの原発事故」 

伊藤熹朔賞   本賞 
連続テレビ小説 「まんぷく」 の美術に対して 
近藤 智 伊達美貴子 伴内絵里子 （大阪放送局）  
鴫原広起（フリーランス） 

映文連アワード   グランプリ 新⽇本風土記 「佃・月島」 
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映文連アワード 

ソーシャルコミュニケー
ション部門 

部門優秀賞 ニッポン印象派 水鏡 

  優秀企画賞 平成万葉集 

  優秀企画賞 
アナザーストーリーズ 運命の分岐点 「パク・クネ 弾劾の舞台裏
～その時 韓国は沸騰した～」 

菊池寛賞     ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」 

東京ドラマアウォード 2019 

連続ドラマ部門 優秀賞 ドラマ１０「透明なゆりかご」 

単発ドラマ部門 優秀賞 ＮＨＫスペシャル「詐欺の子」 

  優秀賞 ミステリースペシャル「満願」 

  ローカルドラマ賞 長崎発地域ドラマ「かんざらしに恋して」 

  主演女優賞 清原 果耶（ドラマ１０「透明なゆりかご」の演技に対して） 

  脚本賞 安達奈緒子（ドラマ１０「透明なゆりかご」ほか） 

地方の時代映像祭 

放送局部門  優秀賞 ＥＴＶ特集「誰が命を救うのか 医師たちの原発事故」 

放送局部門  選奨 
ＥＴＶ特集「彼らは再び村を追われた 知られざる満蒙開拓団
の戦後史」 

放送局部門  選奨 ＥＴＶ特集「“悪魔の医師”か“赤ひげ”か」 

医学ジャーナリスト協会賞   優秀賞 
プロフェッショナル 仕事の流儀 「医療事故をなくせ、信念の歩み
～医師・長尾能雅～」 制作局第２制作ユニットディレクター大
野兼司 

科学放送高柳賞  最優秀賞 
ＮＨＫスペシャル 寝たきりからの復活 ～密着！驚異の「再生
医療」～ 

４Ｋ・ＶＲ徳島映画祭 あわ文化振興部門 大賞 あわとく 阿波藍が彩る究極のジャパンブルー 

文化庁芸術祭 

テレビ・ドラマ部門 大賞 土曜ドラマ「サギデカ」  

テレビ・ドラマ部門 優秀賞 土曜ドラマ「デジタル・タトゥー」 

テレビ・ドラマ部門 優秀賞 スローな武士にしてくれ ～京都 撮影所ラプソディー～ 

テレビ・ドキュメンタリー
部門 

大賞 
ＢＳ１スペシャル 「ボルトとダシャ ～マンホールチルドレン２０
年の軌跡～」    

テレビ・ドキュメンタリー
部門 

優秀賞 
ＢＳ１スペシャル 「ボクの自学ノート～７年間の小さな大冒険
～」 

ラジオ部門 大賞 
ＦＭシアター 「エンディング・カット ～私たちが選んだ最後の家
族の時間～」 

ＡＴＰ上方番組大賞    特別賞 
まいど！修繕屋です 
地下アイドルの仲たがいを修繕！最後に精一杯応援させて
（前・後編） 
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ＡＴＰ上方番組大賞 
  奨励新人賞 

古瀬 耀士（クリエイティブ・ジョーズ）まちけん参上！「天下茶
屋 編」 

  奨励新人賞 
大石 佳奈（エスエスシステム） えぇトコ 「悠久の輝き！まほ
ろばの宝」 

ＶＦＸ－ＪＡＰＡＮアワー
ド２０２０ 

テレビ・配信番組Ｖ
ＦＸ部門 

最優秀賞 ＮＨＫスペシャル 「恐竜超世界」 

テレビ・配信番組Ｖ
ＦＸ部門 

優秀賞 ＮＨＫスペシャル 「東京リボーン」 タイトルシーケンス  

テレビ・配信番組Ｖ
ＦＸ部門 

優秀賞 大河ドラマ「いだてん 東京オリムピック噺」  

先導的視覚効果部
門 最優秀賞 

優秀賞 ＮＨＫスペシャル 「ＡＩでよみがえる美空ひばり」    

芸術選奨  放送部門 文部科学大臣賞 
源 孝志（オッティモ） 「スローな武士にしてくれ～京都撮影所
ラプソディー～」の成果に対して 

科学技術映像祭  

自然・くらし部門 文部科学大臣賞 命巡る海 知床・シャチの楽園 

教育・教養部門 文部科学大臣賞 
ＮＨＫスペシャル スペース・スペクタクル プロローグ「はやぶさ２
の挑戦」 

  
つくば科学万博記
念財団理事長賞 

ＮＨＫスペシャル スペース・スペクタクル プロローグ「はやぶさ２
の挑戦」 

橋田賞  

  橋田賞 ブラタモリ 

  橋田賞 連続テレビ小説 「なつぞら」 

  橋田賞新人賞 広瀬すず（連続テレビ小説「なつぞら」の演技に対して） 

  橋田賞 
山本むつみ（脚本家）（土曜時代ドラマ「小吉の女房」の脚本
などに対して） 

文化庁メディア芸術祭 
エンターテインメント部
門 

優秀賞 ＡＩ育成お笑いバトル 師匠×弟子 

 


