
  
2019 年度 コンクール受賞番組 

 
文化庁メディア芸術祭 

優秀賞 
エンターテインメント部門 

ＡＩ育成お笑いバトル 師匠×弟子 
 

 
科学技術映像祭  

文部科学大臣賞 
自然・くらし部門 

命巡る海 知床・シャチの楽園 

文部科学大臣賞 
教育・教養部門 

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」制作チーム 
 

 
芸術選奨 

文部科学大臣賞 
放送部門 

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 
 

 
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） 

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」 
 

 
アジア・テレビ賞（ATA） 

最優秀賞 
子ども番組部門 

バビブベボディ「赤ちゃん」 
 

 
文化庁芸術祭 

大 賞 

テレビ・ドラマ部門 
土曜ドラマ 「サギデカ」 

優秀賞 
テレビ・ドラマ部門 

土曜ドラマ 「デジタル・タトゥー」 

優秀賞 
テレビ・ドラマ部門 

「スローな武士にしてくれ ～京都撮影所ラプソディー～ 
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大 賞 

テレビ・ドキュメンタリー部門 
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」 

優秀賞 
テレビ・ドキュメンタリー部門 

ＢＳ１スペシャル 「ボクの自学ノート ～7 年間の小さな大冒険～」 

大 賞 

ラジオ部門 
ＦＭシアター 
 「エンデイング・カット  

～私たちが選んだ最後の家族の時間～」 

 
 

4K・VR徳島映画祭 

大賞 
あわ文化振興部門 

あわとく 阿波藍が彩る究極のジャパンブルー 
 

 
AAA(アジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード) 

最優秀賞 
単発ドラマ/テレビ映画部門 

８Ｋスペシャルドラマ 「浮世の画家」 
 

 
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」～」 
 

 
ABU賞 

ABU 賞 
テレビ・ドキュメンタリー番組部門 

ＮＨＫスペシャル 「大往生 ～わが家で迎える最期～」 

ABU 賞 
テレビ・スポーツ番組部門部門 

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」 
ABU 賞 ラジオ・ドラマ番組部門 FM シアター 「灰色のカンバス」 

 
 

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」 
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医学ジャーナリスト協会賞 

最優秀賞 
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 

 
 

「地方の時代」映像祭 

優秀賞 

 
放送局部門 

ＥＴＶ特集 「誰が命を救うのか 医師たちの原発事故」 

選奨 
放送局部門 

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」 

選奨 
放送局部門 

ＥＴＶ特集 「“悪魔の医師”か“赤ひげ”か」 
 

 
ミラノ国際スポーツ 

奨励賞 
ドキュメンタリー︓チャンピオン・伝記部門  

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～」 
 

 
中国ドラゴン賞 

金賞 
科学長編部門 

ＮＨＫスペシャル「アインシュタイン 消えた“天才脳”を追え」 
 

キネコ国際映画祭 

日本作品賞 
短編映画部門 

貴女へ～アニメーションで伝える「ヒバクシャからの手紙」 
 

 
東京ドラマアウォード 2019 

優秀賞 連続ドラマ部門 ドラマ 10「透明なゆりかご」 

優秀賞 
単発ドラマ部門 

NHK スペシャル「詐欺の子」 

優秀賞 
単発ドラマ部門 

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） 
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菊池寛賞 

菊池寛賞 NHK「おかあさんといっしょ」 
 

 
ジャクソン・ワイルド・メディア・アワーズ 
審査員特別賞（外国語作品） ＥＴＶ特集  「カキと森と長靴と」 

 
 

イタリア賞 

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～」 

 
 

マッツァル国際ネイチャーフィルムフェスティバル 

奨励賞 
自然部門 

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」 
 

 
オリンピック ゴールデン リングス 

金賞 
アスリートプロフィール部門 

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～」 

銀賞 
イノベーション部門 

8K スーパーハイビジョンライブ放送 
 

 
映文連アワード２０１９ 

グランプリ 新日本風土記 「佃・月島」 

部門優秀賞 
ソーシャル・コミュニケーション部門 
  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～」 
 

 
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） 
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日本ジャーナリスト会議賞（ＪＣＪ賞） 

ＪＣＪ賞 ＥＴＶ特集 「誰が命を救うのか 医師たちの原発事故」  
 

 
衛星放送オリジナル番組アワード 

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」 

最優秀賞 
ドキュメンタリー番組部門 

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」 

最優秀賞 
バラエティ番組部門 

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～ 

最優秀賞 
編成企画部門 

家族になろうよ 犬と猫と私たちの未来 関連編成 
 

 
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」 

最優秀賞 
ドキュメンタリー部門 

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 

最優秀賞 
情報・バラエティ部門 

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～ 

最優秀賞 
ドラマ部門 

ドラマ 10 「透明なゆりかご」 

優秀賞 
ドキュメンタリー部門 

ＥＴＶ特集「写真は小さな声である～ユージン・スミスの水俣～」 

優秀賞 
ドキュメンタリー部門 

シリーズ・子どもたちの夢 チベット・遥かな心の旅～中国～ 

優秀賞 
ドキュメンタリー部門 

新日本風土記 「釜ヶ崎」 

優秀賞 
情報・バラエティ部門 

若冲 Vs. 北斎～夢の天才対決～ 

優秀賞 
ドラマ部門 

ミステリースペシャル 満願 

優秀賞 
ドラマ部門 

花へんろ 特別編 「春子の人形」 

奨励賞 
ドキュメンタリー部門 

ＢＳ１スペシャル ラップと知事選 沖縄 若者たちの声 

奨励賞 
ドキュメンタリー部門 

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」  
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奨励賞 
ドキュメンタリー部門 

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～」 

奨励賞 
ドラマ部門 

土曜時代ドラマ ぬけまいる～女三人伊勢参り 

奨励賞 
ドラマ部門 

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～ 
 

 
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 

銅賞 
フィルムライオンズ︓社会行動／文化的識見 

バビブベボディ「臓器の CM」 

 
 

国際アートブック＆フィルムフェスティバル（ＦＩＬＡＦ） 

審査員特別賞 ETV 特集「人知れず表現し続ける者たちⅡ」 

 
 

科学ジャーナリスト賞 

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 
 

 
モンテカルロ・テレビ祭 

審査員特別賞 

ニュース番組部門 
ＮＨＫスペシャル 「消えた弁護士たち～中国“法
治”社会の現実～」 

 
 

ドーヴィル・グリーンアワード 

銀賞 
ドキュメンタリー︓住宅・都市計画部門 
ＮＨＫスペシャル 東京リボーン 第２集「巨大地下迷宮」 
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放送文化基金賞 

最優秀賞 
テレビドキュメンタリー番組部門 

ＮＨＫスペシャル  
消えた弁護士たち～中国“法治”社会の現実～ 

奨励賞 
テレビドキュメンタリー番組部門 

ＢＳ１スペシャル「カノン ～家族のしらべ～」 

奨励賞 
テレビドキュメンタリー番組部門 

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 
ＥＴＶ特集 静かで、にぎやかな世界 手話で生きる子どもたち 

長嶋 愛 （制作局 第 1 制作センター文化・福祉番組部ディレクター） 

最優秀賞 

テレビドラマ番組部門 
ＮＨＫスペシャル 「詐欺の子」 

演技賞 ＮＨＫスペシャル 「詐欺の子」 桃井かおり 
脚本賞 ＮＨＫスペシャル 「詐欺の子」 高田 亮 

奨励賞 
テレビドラマ番組部門 

ドラマ１０ 「透明なゆりかご」 

最優秀賞 

テレビエンターテインメント番組部門 
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 （園田学園女子大学名誉教授） 長年にわたる地域放送への貢献 
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  
白黒映像自動カラー化システム開発グループ   

代表 遠藤 伶（放送技術研究所 スマートプロダクション研究部） 
ＡＩを用いた動画要約システムの開発     
ＡＩを用いた動画要約システム開発グループ  代表 宮原駿太（青森放送局） 

 
 

ギャラクシー賞 

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

優秀賞 
テレビ部門 

ETV 特集 「誰が命を救うのか 医師たちの原発事故」  
選奨 テレビ部門 
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病院ラジオ 

選奨 
テレビ部門 

ＮＨＫスペシャル 「“駅の子”の闘い ～語り始めた戦争孤児～」 

選奨 
テレビ部門 

チコちゃんに叱られる︕ 

選奨 
テレビ部門 

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」  

特別賞 
テレビ部門 
 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」 前・後編 

個人賞 菅田 将暉  「菅田将暉ＴＶ」などの演技に対して 

フロンティア賞 
テレビ部門 

スローな武士にしてくれ ～京都 撮影所ラプソディー～ 

マイベストＴＶ賞グランプリ 
テレビ部門 

チコちゃんに叱られる︕ 

奨励賞 
テレビ部門 

ETV 特集「ラーマのつぶやき～この社会の片隅で～」 

奨励賞 

テレビ部門 
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」 
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」 

奨励賞 
テレビ部門 

シブヤノオト「オールナイトニッポン コラボスペシャル」 

奨励賞 
テレビ部門 

土曜ドラマ「やけに弁の立つ弁護士が学校でほえる」 

奨励賞 
テレビ部門 

ETV 特集「基地で働き 基地と闘う～沖縄 上原康助の苦悩～」 

奨励賞 
テレビ部門 

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～」 

奨励賞 
テレビ部門 
ETV 特集「私は産みたかった～旧優生保護法の下で～」 

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

奨励賞 
テレビ部門 
ミステリースペシャル「満願」『万灯』『夜警』『満願』 

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

奨励賞 
テレビ部門 
ドラマ 10「透明なゆりかご」 

奨励賞 
テレビ部門 
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～」 
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奨励賞 
テレビ部門 
土曜ドラマ「フェイクニュース」 

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

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

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

奨励賞 
テレビ部門 
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～ 

奨励賞 
テレビ部門 
満島ひかり×江戸川乱歩 

奨励賞 
テレビ部門 
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～」 

奨励賞 
テレビ部門 
欲望の資本主義 2019 偽りの個人主義を越えて 

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

奨励賞 
テレビ部門 
ドラマ 10「トクサツガガガ」 

奨励賞 
テレビ部門 
NHK スペシャル「詐欺の子」 

奨励賞 
ラジオ部門 
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 

奨励賞 
ラジオ部門 
FM シアター「エンディング・カット」 

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

 
 

アメリカ国際フィルム・ビデオ祭 

ゴールド･カメラ賞 
（カテゴリー１位） 

エンターテインメント部門︓スポーツ 
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～」 

ゴールド･カメラ賞 
（カテゴリー１位） 

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 
ＮＨＫスペシャル  シリーズ 人類誕生 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

エンターテインメント部門︓アニメーション 
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 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

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 
EINSTEINʼS BRAIN UNLOCKED 
（ＮＨＫスペシャル「アインシュタイン 消えた“天才脳”を追え」 国際展開版） 
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シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

ドキュメンタリー部門︓社会問題 
ＥＴＶ特集 「長すぎた入院 ～精神医療・知られざる現実～」 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

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 
ＮＨＫスペシャル  シリーズ 人類誕生 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

ドキュメンタリー部門︓短編 
魂で塗れ︕～異色のペンキ屋集団 リトアニアへ～ 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

ドキュメンタリー部門︓健康・医療 
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 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

エンターテインメント部門︓ミニシリー 
正月時代劇 「家康、江戸を建てる」 前・後編 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

エンターテインメント部門︓ドラマ 
京都発地域ドラマ 「ワンダーウォール」 

クリエイティブ・エクセレンス賞
（カテゴリー３位） 

ドキュメンタリー部門︓スポーツレクリエーション 
ロストフの 14 秒 日本 VS.ベルギー 知られざる物語 

クリエイティブ・エクセレンス賞
（カテゴリー３位） 

エンターテインメント部門︓バラエティ 
チコちゃんに叱られる︕ ＃９ 

クリエイティブ・エクセレンス賞
（カテゴリー３位） 

ドキュメンタリー部門︓政治・政権 
ＮＨＫスペシャル シリーズ 「金正恩の野望」 第１回 

クリエイティブ・エクセレンス賞
（カテゴリー３位） 

ドキュメンタリー部門︓ドキュドラマ 
未解決事件 警察庁長官狙撃事件 

 
 

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 

 
 

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」  

 
 
 



  
2019 年度 コンクール受賞番組 

 
ワールド・メディア・フェスティバル 

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」 

インターメディア・グローブ金
賞（カテゴリー１位） 

ドキュメンタリー部門︓歴史カテゴリー 
ＮＨＫスペシャル 戦後ゼロ年 東京ブラックホール」 

インターメディア・グローブ金
賞（カテゴリー１位） 

ドキュメンタリー部門︓人権カテゴリー 
ＮＨＫスペシャル 「消えた弁護士たち～中国“法治”社会の現実～」 

インターメディア・グローブ金
賞（カテゴリー１位） 

教育部門︓ジェネラルエデュケーショントカテゴリー 
ＥＴＶ特集 ｢静かで、にぎやかな世界～手話で生きる子どもたち～」 

インターメディア・グローブ金
賞（カテゴリー１位） 

アニメーション部門︓アニメ/漫画 カテゴリー 
 アニメ ラディアン 第１４話 「崩壊の鐘の音」 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

ドキュメンタリー部門︓アートカテゴリー 
ETV 特集「人知れず表現し続ける者たちⅡ」 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

ドキュメンタリー部門︓健康・医療 
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」  

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

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 
魂で塗れ︕～異色のペンキ屋集団 リトアニアへ～ 

シルバー・スクリーン賞 
（カテゴリー２位） 

アニメーション部門︓エデュテインメントカテゴリー 
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 

 
 

ABU気候変動減災コンクール 

最優秀番組 
テレビ防災減災部門 
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」 

 
 

ニューヨーク・フェスティバル 

金賞 
ドキュメンタリー︓環境＆エコロジー部門 

ＥＴＶ特集 「カキと森と長靴と」 

金賞 
エンターテインメントスペシャル︓テレビ映画部門 

特集ドラマ 「眩 ～北斎の娘～」  

銀賞 
ドキュメンタリー︓コミュニティーポートレイト部門 

Fukushima TIME/LAPSE  （福島タイムラプス ～空と大地と人々がつむぐ時間～) 

銀賞 
ドキュメンタリー︓ヒューマンコンサーン部門 

母たちの祈り～フクシマとチェルノブイリ～ 

銅賞 
ドキュメンタリー︓ヘルス・メディカル部門 

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」 

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



  
2019 年度 コンクール受賞番組 

 
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 

 
 


