「 日 本 賞 」 教 育 コン テ ン ツ 国 際 コンク ー ル

報告書

NHK established the JAPAN PRIZE international contest for educational programs in 1965.
Ever since, the JAPAN PRIZE has continued to recognize outstanding works
that expand educational possibilities through the power of the media.
Educational content subtly reflects the characteristics of each era.
The pooling of the wisdom of the world’s producers who make TV programs and films for children has,
together with technological advances, given rise to radically new ideas for digital content.
The JAPAN PRIZE shares the outstanding programs that embody this passion and ambition with the world.
This year, 288 entries were received from 54 countries and regions worldwide.
The themes covered an enormous range from individuals and minorities with particular needs—
everyone from the physically handicapped to the LGBT community—to the social media,
AI and the broadest social issues.
Several works looked deeply into their own country, its regions and its ethnic groups.
Since last year, special JAPAN PRIZE events have also been staged at venues outside NHK.
A combined total of nearly 1,000 people from Japan and abroad took part in those events this year.
The events provided people never previously involved in the contest
with opportunities to learn about the JAPAN PRIZE and its outstanding works.

第46回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール
NHKは1965年に「日本賞」教育番組国際コンクールを創設以来、
メディアの力を信じ教育の可能性を広げる優れた作品に、賞を送り続けています。
教育コンテンツは敏感にその時代を映し出します。
世界各地の制作者が子どもたちのために知恵をしぼって制作したテレビ番組や映画、
技術の進歩とともに次々と誕生する斬新なアイデアのデジタルコンテンツ。
そのような情熱と挑戦の結晶とも言うべき優れた作品が
「日本賞」を通じて世界に発信されてきました。
今年は、世界54の国と地域から288件の応募が寄せられました。
応募作品は、障害やLGBTなど様々な個性の人たちをテーマにした作品、
ソーシャルメディアやAI技術と社会をテーマにした作品、
その国や地域、民族の課題を深く掘り下げた作品などがありました。
また昨年以来、「日本賞」のイベントをNHK外の会場で行い、
のべ1,000人近くの国内外の人々に参加していただくことができました。
これまで「日本賞」に関わったことのない方々に
「日本賞」とその優れた作品を知っていただくよい機会となりました。

The East Tower of the three-storied pagoda of Yakushiji Temple in Nara, the national
capital of Japan in the 8th Century, is the only remaining example of Buddhist architecture
of the Hakuho Art Period (645–710 A.D.). The insignia of the Grand Prix Japan Prize is a
model of the uppermost part of the bronze roof-top ornament of the pagoda.
[right photo by Taikichi Irie]
白鳳時代の代表的な建築物である奈良・薬師寺の東塔。グランプリ日本賞の賞牌は、
すいえん

か えん

をかたどったものです。
この東塔の先端を飾る水煙（火焔の装飾）
［写真右撮影／入江 泰吉］
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The Report of the JAPAN PRIZE 2019
第46回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール報告書

November 1–8, 2019/NHK Broadcasting Center, SHIBUYA CAST., and JICA Global Plaza, Tokyo,
2019年11月１日～８日／東京、NHK放送センター、渋谷キャスト、JICA地球ひろば

Table of Contents ＜目次＞
2

Foreword by the President of NHK

3

Address by Her Imperial Highness the Crown Princess

4

Scenes from the JAPAN PRIZE 2019

Messages from the Chairpersons of the Jury

Final Selection Jurors

Preliminary Selection Jurors

List of Prize Winners

The Grand Prix Japan Prize

Prize Winners (Audiovisual Works)

16

18

11

12

14

10

はじめに

皇嗣妃殿下のおことば

2019年「日本賞」から

審査委員長からのメッセージ

本審査委員

一次審査委員

受賞作品・企画一覧

グランプリ日本賞

コンテンツ作品 受賞作品

Special Prize Winners (Audiovisual Works)

Prize Winners (Proposal Pitch)

Proposal Pitch Finalists

Sessions, Screenings

Outline of the JAPAN PRIZE 2019

Number of Entries

List of Entries

The Grand Prix Winners

Afterword by the Secretary General

56

41

42

52

40

30

32

34

28

コンテンツ作品 特別賞受賞作品

新規企画 受賞企画

新規企画ファイナリスト紹介

セッション・上映会

2019年「日本賞」の概要

国・地域別、部門別エントリー数

エントリー作品・企画一覧

歴代グランプリ作品

事務局長のことば
JAPAN PRIZE 2019

1

Foreword by the President of NHK
はじめに
Ryoichi Ueda
President of NHK

上田 良一

日本放送協会 会長

T h e 4 6 t h J A PA N P R I Z E w a s a
resounding success. On behalf of the
organizers, I would like to offer my
sincere gratitude to the broadcasters,
producers, and researchers from around
the globe who submitted entries and
features, to the jurors who assessed the
entries with impartial eyes, and to all
those who came to the JAPAN PRIZE
venues.
The JAPAN PRIZE was established
in 1965 with the aim of improving
the quality of educational content and
fostering international understanding and
cooperation.
This year’s competition attracted 288
entries from 54 countries and territories.
The twelve judges deliberated on the
65 entries that reached the final stage,
determining which of them would
receive prizes, including the Grand Prix
Japan Prize.
Public sessions took place during
the competition on themes, such
as inclusiveness embracing sexual
minorities and other different lifestyles,
inequality, climate change, as well as
sustainable development goals. The
highlights of all of these debates about
the future pursued by the participants
also appear in this report.
Japan has taken its first steps in a new
era called Reiwa. At this conjuncture,
the JAPAN PRIZE must aim to strive
further. Once again, allow me to express
my gratitude to all those who have
supported the JAPAN PRIZE to date,
and express the desire for your continued
generous assistance in making the
JAPAN PRIZE a common asset to all
those with an interest in education.
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第46回「日本賞」を盛大かつ成功裏に終え
ることができました。作品や企画を応募いただ
いた世界各地の放送局、プロダクション、研究
機関の皆さま、公正な目で作品を評価してく
ださった審査委員の皆さま、そして会場に足を
運んでくださった皆さま、すべての方々に、主
催者を代表して心より御礼申し上げます。
「日本賞」は、教育コンテンツの質の向上と、
国際的な理解と協力の増進を目的に1965年に
設立されました。
今回のコンクールには、世界54の国と地域
から、288のエントリーが寄せられました。そ
の中から選ばれた65の最終候補作について、
12人の審査委員が議論を重ね、各賞、そして
グランプリ日本賞を選考しました。
会期中には、参加作品の審査に加え、LGBT
などの多様な生き方を肯定する「共生」の考え
方や、格差や気候変動など「持続可能な開発目
標（SDGs）
」をテーマとした公開セッションも
実施しました。参加した皆さまが、未来に向け
て多くの議論を積み重ねた様子も、この報告書
でご紹介してまいります。
「令和」の時代を迎え、日本は新たな一歩を
歩み始めました。「日本賞」も、この節目をきっ
かけとして、さらなる発展を目指して参りま
す。これまで「日本賞」を支えてきてくださっ
た皆さまに、あらためて感謝を申し上げるとと
もに、「日本賞」が教育に関心を持つすべての
人々の共有財産となっていくよう、変わらぬご
支援をお願いいたします。

Address by Her Imperial Highness
the Crown Princess
皇嗣妃殿下のおことば
At the Awards Ceremony of the 46th JAPAN PRIZE International Contest for Educational Media
Friday, November 8, 2019 NHK Broadcasting Center
第46回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール授賞式
令和元年11月8日
（金）NHK放送センター

本 日、 第46回「 日 本 賞 」 授 賞 式 に 出 席 し、
世界各地からお集まりの皆さまにお会いでき
ましたことを、大変うれしく思います。
このたび本審査に進んだ作品や企画の制作
者に、お慶び申し上げます。
一つ一つの優れた作品によって、子どもも大
人も、多様な生き方に気づき、想像を広げ、考
えを深めることができるでしょう。また、喜び

It is a great pleasure for me to attend
this “46th Awards Ceremony of the
JAPAN PRIZE” and meet all of you who
have gathered here from various parts of
the world.
I would like to congratulate all the
finalists in the awards.
Through the excellent works done
by all of you, both children and adults
are able to realize diverse ways of life,
widen their imagination, and deepen their
thoughts. Also, they might empathize
with joy or sadness, or be cheered up
and gain courage to take action. These
experiences are likely to give great
supports to us as we go through life
facing various issues.
I think that the JAPAN PRIZE is
truly meaningful as an occasion to
enable creators and others who focus

their interest on education to encounter
and communicate with each other,
a n d disseminate their ideas. This
week, I understand that interesting
events have taken place, including the
screening of the finalist works and the
final presentation sessions, with active
discussions. I believe that the enthusiasm
of the creators and those working for the
JAPAN PRIZE will remain in the hearts
of many people. I would like to express
my deep respect to all of you who have
been contributing to education by using
images and sound.
In closing my address, I sincerely
wish that you will continue to create
excellent works, and that we in the world
who come into contact with the works
will respect diversity, deepen mutual
understandings, and build a better future
for everyone.

や悲しみに共感することもあれば、励まされ、
行動する勇気を得ることもあるでしょう。こう
した経験は、私たちが課題に直面しながら暮ら
していく上で、大きな支えになるのではないで
しょうか。
「日本賞」は、制作者をはじめ、教育に関心
を寄せる人々が出会い、交流し、発信する場と
して、誠に意義深いものと思います。今週は、
作品の上映会や公開審査を含む興味深い催し
がおこなわれ、活発な議論が交わされたと伺い
ました。
制作者や「日本賞」関係者の熱意は、多くの
人々の心に残ることでしょう。映像と音を用い
て教育に貢献してこられた皆さまのご努力に、
深く敬意を表します。
皆さまが、これからも優れた作品を生み出さ
れますように、そして、それらの作品に接する
世界の私たちが、多様性を認識し、互いに理解
を深め、皆にとってよりよい未来を築いていく
ことができますように心から願い、私の挨拶と
いたします。
JAPAN PRIZE 2019
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Scenes from the JAPAN PRIZE 2019
2019年「日本賞」から

November

1

November

1

Opening Orientation
オリエンテーション

Judging
審査

November

1 6

Opening Reception
オープニングレセプション

4
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Digital Media Division
—Final Presentation Session

November

5

November

5

デジタルメディア部門 プレゼンテーション審査

Networking Party
ネットワーキングパーティー
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Scenes from the JAPAN PRIZE 2019
2019年「日本賞」から

Proposal Pitch
—Final Presentation Session
新規企画 プレゼンテーション審査

Power of Characters
パワー・オブ・キャラクター
November

6

November

Video Bar
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November

5

5 7

Finalist Works Screening
ファイナリスト作品上映

November

5 7

SDGs Focus Session
セッション“SDGs”フォーカス

November

6

November

7

Diversity Focus Session
セッション“ダイバーシティー”フォーカス

Prix Italia Session
イタリア賞セッション

JAPAN PRIZE 2019
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Scenes from the JAPAN PRIZE 2019
2019年「日本賞」から

November

8

Awards Ceremony
授賞式

▲Master of Ceremonies: Takeshi Tsuruno (Actor) /
Nonoka Akaki (NHK Announcer)

▲Performance: Foorin Orchestra
パフォーマンス：Foorin楽団

司会：つるの 剛士（俳優）／赤木 野々花（NHKアナウンサー）

Reception
受賞者パーティー

8

JAPAN PRIZE 2019

November
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Messages from the Chairpersons of the Jury
審査委員長からのメッセージ

As the JAPAN PRIZE carries a big role of encouraging
producers and content providers who put their hearts in
educational media, the final works were so strong that the jury
found themselves in hard choices.
We encountered a big deal of strong protagonists in tough
stories. Bullying was one of them. We saw how they got over
being bullied and how it can be so important sharing such
special stories through media.
We thought diversity means a lot in today’s world. Touching
documentaries and dramas were in front of us telling how it
could be so simple and beautiful to live together in peace.
Being excluded and forced to move out of your land or your
family was another issue among amazing documentaries. Countries
changed but the main soul carried by the heart of youngsters never
changed. Humanity was still there to be protected.
Environmental stories made an awareness again. This time
digital media was used in a successful way to achieve the main
goal. History, witnessing the historical events through digital
media was a great experience for us. On the other hand, social
media was a huge issue. Charming examples of programme
ideas, digital media contents were in the finalists.
Educational media has always been very important and vital
and always will be. The JAPAN PRIZE is not only the most
prestigious contest in this field and it is the pioneer of underlining
importance of education in media and society at the same time in
our era. World will always need educational media content for all
users in future. May hope and dreams be with you.
It was such an eclectic and diverse group of programs that
was submitted to the JAPAN PRIZE 2019 Proposal Division. On
behalf of all the jurors we want to thank each producer for their
courage to represent their specific program proposals. It gave
us a clear perspective of various genre’s and social issues with
which, each producer has to struggle with, in their respective
countries. Their approaches are country specific to the issues
that they have to collectively educate their communities on, but
it clearly illustrates that education can be provided through very
diverse genre’s within the television medium.
The merit of each program is specific to its target audience,
but is used as a positive tool for change. The programs speak
to people across the world, originating from very different
backgrounds. The proposals gave insight into the educational
needs of the target audience, but also look at innovative ways for
each country to deal with social issues. The subjects within each
project are taught to take ownership of their problems and find
working solutions that can have permanent and lasting outcomes
to the individual and the community.
The producers might not always have the necessary funds to
produce their specific programmes, but the dream to improve the
preconceived ideas and stigma around their chosen topics, show that
the world is constantly in flux and that the awareness of constant
change and innovative programming is needed to create changing
solution to global issues, is what ultimately drive producers to
attend the JAPAN PRIZE competition. They come to find a voice,
physical guidance and assistance to create programming that will
have far reaching repercussions in their individual countries.
10
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Sevilay Bozdemir

シビライ・ボズデミール

Chairperson of Audiovisual Works
コンテンツ作品審査委員長

「日本賞」が担っている大きな役割は、教育メディアに情熱を傾けている
制作者やコンテンツ提供者への支援です。一次審査を通過した作品はどれも
力強く、私たち審査委員は難しい選択を迫られました。
厳しい状況でも気丈に振る舞う多くの主人公に出会いました。いじめはそ
のひとつです。どのようにいじめを乗り越えたのか、その経験をメディアを
通して共有することの大切さを知りました。
今日の世界では、多様性が大きな意味を持ちます。胸を打つドキュメンタ
リーやドラマは、平和に共生できれば、どれだけ物事がシンプルに美しくな
り得るかを伝えています。
居場所を奪われたり、故郷や家族から引き離されるという問題を扱った素晴
らしいドキュメンタリーもありました。違う国に行っても、若者が心に抱く魂
の核の部分は変わりません。守られるべき人間性はまだそこにあったのです。
環境に関するストーリーは、自覚を改めて促すきっかけとなりました。デ
ジタルメディアが、
目的達成のためにうまく使われています。デジタルメディ
アを活用して歴史的出来事を目撃できたのは、良い体験でした。また、ソー
シャルメディアの存在感も大きかったです。最終選考に残ったデジタルメ
ディア作品は、番組作りの魅力的なアイデアの元となりました。
教育メディアはこれまで常に、とても重要で必要不可欠なものでした。そ
れは今後も変わりません。「日本賞」は、この分野の最も権威あるコンクー
ルであり、さらには、その時代のメディアと社会における教育の重要性を訴
えてきたパイオニアでもあります。世界は絶えず教育コンテンツを必要とし
ています。未来のすべての利用者のためです。希望と夢が皆さんと共にあり
ますように。

Glynis Beukes-Kapa
グリニス・ビアケス・カパ

Chairperson of Proposal Pitch
新規企画審査委員長

2019年の「日本賞」企画部門に寄せられた企画は、多岐にわたる多様性
豊かな番組を目指すものばかりでした。勇気をもって番組企画の代弁者とな
られたすべての制作者に、全審査委員を代表して御礼申し上げます。様々な
分野の視点や、制作者がそれぞれの国で取り組んでいる社会問題がはっきり
と示されていました。問題へのアプローチの手段は国によって違い、コミュ
ニティー全体への教育が必要です。テレビというメディアを活用し、多種多
様のジャンルを介せば、教育は提供できると明確に描かれています。
各番組の利点は、対象とする視聴者に合ったツールを使って、建設的な変
化をもたらすところです。全く異なる背景から生まれた番組ですが、それぞ
れが世界中の人々に語りかけています。その企画は、視聴者の教育的ニーズ
を深く掘り下げると同時に、社会問題に対する各国の革新的な対処法にも目
を向けています。問題を自分のものにすることによって個人やコミュニティー
のために、効果がずっと続く実用的な解決策を見出していくことができます。
制作者たちには、番組制作のために必ずしも毎回必要な資金があるとは限
りません。しかし、先入観やマイナスイメージを改善し、絶え間ない変化を
意識した刷新的な番組制作は、世界規模の解決策を生み出すために必要なの
です。だからこそ、そうした意識を持つ制作者たちは「日本賞」に応募する
のです。
彼らは、番組制作のための助言や具体的な指導、支援を求めてやってきます。
その番組は、それぞれの国でこれまでにない大きな反響を呼ぶことでしょう。

Final Selection Jurors
本審査委員

第一部会 COMMITTEE

1

AUDIOVISUAL WORKS [Pre-school, Primary & Digital Media Divisions] / PROPOSAL PITCH
コンテンツ作品［幼児向け部門／児童向け部門／デジタルメディア部門］／新規企画

Sevilay Bozdemir

Glynis Beukes-Kapa

Abby Jenkins

Fernanda Rotondaro

シビライ・ボズデミール

グリニス・ビアケス・カパ

アビー・ジェンキンス

フェルナンダ・ロトンダーロ

Chairperson of Audiovisual Works

Chairperson of Proposal Pitch

Leader of Committee 1

Executive Producer
Turkish Radio & TV (TRT)
<Turkey>

Executive Producer–Education & Religion
Namibian Broadcasting Corporation
(NBC)
<Namibia>

Senior Director, Content, PBS KIDS Digital
PBS
<United States>

General Manager
Encuentro/Pakapaka – Federal System of
Media and Public Content of Argentina
<Argentina>

コンテンツ作品審査委員長

トルコ国営放送（TRT）
エグゼクティブプロデューサー
＜トルコ＞

第二部会 COMMITTEE

2

新規企画審査委員長

ナミビア放送協会（NBC）
エグゼクティブプロデューサー（教育・宗教）
＜ナミビア＞

第一部会リーダー

公共放送サービス
（PBS）
PBS KIDS デジタル
コンテンツ・シニアディレクター
＜アメリカ＞

エンクエントロ／パカパカ
連邦公共メディア・コンテンツ機構
ゼネラルマネージャー
＜アルゼンチン＞

AUDIOVISUAL WORKS [Youth & Digital Media Divisions] / PROPOSAL PITCH
コンテンツ作品［青少年向け部門／デジタルメディア部門］／新規企画

アディー・ロウクリフ

Ade Rawcliffe

ハルト・ハンニネン

ステファニー・タイル

Stefanie Theil

Ai Shibata

Leader of Committee 2

Leader of Digital Media Division

Head of Diversity, ITV Commissioning
ITV
<United Kingdom>

Director/Script Writer/Subeditor
Finnish Broadcasting Company (YLE)
<Finland>

Senior Producer
Swiss Radio and Television (SRF)
<Switzerland>

Senior Producer
Unit 1 (Youth & Education)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>

ITV
ダイバーシティー責任者／コミッショニング
＜イギリス＞

フィンランド放送協会（YLE）
ディレクター、脚本家、サブエディター
＜フィンランド＞

第二部会リーダー

第三部会 COMMITTEE

3

Harto Hänninen

デジタルメディア部門リーダー

スイス放送協会
（SRF）
シニアプロデューサー
＜スイス＞

柴田 愛

日本放送協会
（NHK）
制作局 第１制作ユニット
（教育・次世代）
チーフプロデューサー
＜日本＞

AUDIOVISUAL WORKS [Lifelong Learning & Digital Media Divisions] / PROPOSAL PITCH
コンテンツ作品［一般向け部門／デジタルメディア部門］／新規企画

Karina Laterza

Somyos Kiataramkul

Khadija Ouled Addi

Kathy Li

カリーナ・ラテルザ

ソミオス・キアタラムクル

カディージャ・ウレド・アディ

キャシー・リー

Leader of Committee 3

Manager of Program
Production Department
Thai Public Broadcasting Service
(Thai PBS)
<Thailand>

Program Producer
Al Jazeera Network
Center for Liberties & Human Rights
<Qatar>

Program Manager
DOClabs Beijing
<China>

第三部会リーダー

Secretary General of Prix Italia
Radiotelevisione Italiana (RAI) / Prix Italia
<Italy>
イタリア放送協会
（RAI）
／イタリア賞
イタリア賞事務局長
＜イタリア＞

タイPBS
制作局 局長
＜タイ＞

アルジャジーラ・ネットワーク
自由人権センター
プロデューサー
＜カタール＞

ドックラボ ペキン
プログラムマネージャー
＜中国＞

JAPAN PRIZE 2019

11

Preliminary Selection Jurors
一次審査委員

第一部会 COMMITTEE

1

Pre-school Division
幼児向け部門

Sojin
An

Brandon
Lane

ソジン・アン

ブランドン・レーン

Leader of Committee 1
第一部会リーダー

第二部会 COMMITTEE

Acquisitions Executive of Programming Center
Korea Educational Broadcasting System (EBS)
<Republic of Korea>

Development Producer
Nelvana
<Canada>

韓国教育放送公社
（EBS）
番組購入責任者
＜韓国＞

ネルバナ
開発プロデューサー
＜カナダ＞

2

Primary Division
児童向け部門

Monica
Maruri Castillo

Launa
Kennett

モニカ・マルーリ・
カスティーヨ

ローナ・ケネット

Leader of Committee 2
第二部会リーダー

Executive Director
Instituto Iberoamericano del Patrimonio
Natural y Cultural (IPANC)
<Ecuador>
イベロアメリカ自然文化遺産機関
（IPANC）
エグゼクティブディレクター
＜エクアドル＞

第三部会 COMMITTEE

3

Youth Division
青少年向け部門

Director/Producer
Blakeway North
<United Kingdom>
ブレイクウェイ・ノース
ディレクター／プロデューサー
＜イギリス＞

Anna
Birgersson-Dahlberg

Tshilidzi
Davhana

アナ・ビルゲルソン・
ダルバーグ

チリジ・ダバナ

Leader of Committee 3
第三部会リーダー

第四部会 COMMITTEE

4

Lifelong Learning Division
一般向け部門

Head of Development
Bilda Sweden
<Sweden>

Commissioning Editor
South African Broadcasting Corporation (SABC)
<South Africa>

ビルダ スウェーデン
開発部 部長
＜スウェーデン＞

南アフリカ放送協会
（SABC）
コミッショニングエディター
＜南アフリカ＞

Will
Pedigo

Nobuya
Dan

ウィル・ペディゴ

檀 乃歩也

Leader of Committee 4
第四部会リーダー

第五部会 COMMITTEE

5

Digital Media Division
デジタルメディア部門

Executive Producer
Nashville Public Television (NPT)
<United States>

Producer/Writer
DOCUMENTARY JAPAN INC.
<Japan>

ナッシュビル公共放送
（NPT）
エグゼクティブプロデューサー
＜アメリカ＞

ドキュメンタリージャパン
プロデューサー／企画・構成
＜日本＞

Rob
McLaughlin

Florent
Maurin

ロブ・ミクロークリン

フローラン・モラン

Leader of Committee 5
第五部会リーダー

Executive Producer
Digital Content and Strategy
National Film Board of Canada (NFB)
<Canada>
カナダ国立映画製作庁
（NFB）
エグゼクティブプロデューサー
（デジタルコンテンツ・戦略）
＜カナダ＞
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President
The Pixel Hunt
<France>
ザ・ピクセル・ハント
社長
＜フランス＞

AUDIOVISUAL WORKS

Rasmus
Mandsberg

Yangfan
Liu

ラスマス・マンズバーグ

劉 揚帆

Content Producer
Danish Broadcasting Corporation (DR)
<Denmark>
デンマーク放送協会（DR）
コンテンツプロデューサー
＜デンマーク＞

ウラ・レーバイン

成松 弘明

Program Director
Unit 1 (Youth & Education)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
日本放送協会（NHK）
制作局 第１制作ユニット
（教育・次世代）ディレクター
＜日本＞

Fernanda
Rotondaro

Yuri
Sudo

フェルナンダ・
ロトンダーロ

須藤 祐理

General Manager
Encuentro/Pakapaka– Federal System of Media
and Public Content of Argentina
<Argentina>
エンクエントロ／パカパカ
連邦公共メディア・コンテンツ機構
ゼネラルマネージャー
＜アルゼンチン＞

Senior Producer
Unit 6 (Media Design)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
日本放送協会（NHK）
制作局 第６制作ユニット（メディアデザイン）チーフプロデューサー
＜日本＞

Anandana
Kapur

Taku
Arai

Shuichi
Mano

アナンダナ・カプール

荒井 拓

真野 修一

Director
CINEMAD India
<India>
シネマッド インディア
ディレクター
＜インド＞

ライフイズテック
代表取締役CEO
＜日本＞

日本放送協会（NHK）
制作局 第１制作ユニット
（教育・次世代）ディレクター
＜日本＞

Hiroaki
Narimatsu

南西ドイツ放送協会（SWR）
プロデューサー
＜ドイツ＞

CEO
Life is Tech, Inc.
<Japan>

Program Director
Unit 1 (Youth & Education)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>

Ulla
Rehbein

Producer
Suedwestrundfunk (SWR)
<Germany>

コンテンツ作品

Principal Program Director
Unit 3 (Science, Welfare & Lifestyle)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>

Senior Producer
Unit 3 (Science, Welfare & Lifestyle)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>

日本放送協会 (NHK)
制作局 第３制作ユニット（科学・福祉・ライフ）チーフディレクター
＜日本＞

日本放送協会 (NHK)
制作局 第３制作ユニット（科学・福祉・ライフ）チーフプロデューサー
＜日本＞

Yusuke
Mizuno

Takashi
Katsume

水野 雄介

勝目 卓

Program Director
Unit 3 (Science, Welfare & Lifestyle)
Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
日本放送協会 (NHK)
制作局 第３制作ユニット（科学・福祉・ライフ）ディレクター
＜日本＞
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List of Prize Winners
受賞作品・企画一覧
Prize

Title

Media/
Duration

Organization

Country/
Region

Audiovisual Works
The Grand Prix Japan Prize
The Grand Prix Japan Prize 2019

Buddha in Africa

Film
53'30"

Thinking Strings Media
Momento Film

South
Africa
Sweden

The most outstanding work among all of the audiovisual entries which excels in its ability to educate, in its pertinence to the requirements of the times,
and in its contribution to educational media

The Best Work in Each Division
The Best Work in the Pre-school Division
(The Minister for Internal Affairs and
Communications Prize)

MUSIC IN THE BOX
Finding Sound

TV
10'47"

Korea Educational Broadcasting System Republic
(EBS)
of Korea

The best work among educational audiovisual contents for pre-school children up to around age 6

The Best Work in the Primary Division SUBMARINE MYSTERIES
(The Minister of Education, Culture, Sports,
Science and Technology Prize)

AT THE END OF THE WORLD
Humpback whales

Pakapaka
Universidad Nacional de Tierra del
Fuego (UNTDF)

Argentina

Film
53'30"

Thinking Strings Media
Momento Film

South
Africa
Sweden

TV
47'37"

Korea Educational Broadcasting System Republic
(EBS)
of Korea

Website

Norwegian Broadcasting Corporation
(NRK)

TV
13'00"

The best work among educational audiovisual contents for primary school children around ages 6 to 12

The Best Work in the Youth Division
(The Minister for Foreign Affairs Prize)

Buddha in Africa

The best work among educational audiovisual contents for youths around ages 12 to 18

The Best Work in the
Lifelong Learning Division
(The Governor of Tokyo Prize)

Humanity4.0
Can we be immortal?

The best work among educational audiovisual contents for adults around ages 18 and over

The Best Work in the
Digital Media Division
(The Minister of Economy, Trade and Industry Prize)

Like♡Me

Norway

The best work among educational audiovisual contents that open up new learning possibilities by taking advantage of the characteristics of digital media
(Pre-school/Primary or Youth/Lifelong Learning)

Special Prizes
The Japan Foundation President’s
Prize

FACES
How I survived being bullied

Website

NHK (Japan Broadcasting Corporation) Japan

An excellent work that encourages mutual understanding among nations and races or contributes to cultural exchange

The UNICEF Prize

A World of Boisterous Silence

TV
50'00"

NHK (Japan Broadcasting Corporation) Japan

An excellent work that promotes understanding of the lives of children in difficult situations
Target Age
Group

Proposal Pitch
The Best Proposal
The Hoso Bunka Foundation Prize

Pumzi & Vuyo

Children

Pixcomm

South
Africa

The most outstanding proposal for a TV program which will contribute to education in an entrant’s country/region

Excellent Proposal
The National Federation of UNESCO
Associations in Japan Prize

Young African Farmers

Adults

Mediaset Africa Communications
(MAC)

An excellent proposal for a TV program which will contribute to education in an entrant’s country/region and to the promotion of ESD
(Education for Sustainable Development)
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Kenya

賞

作品名

メディア／時間

制作機関

国・地域

コンテンツ作品
グランプリ日本賞
第46回 グランプリ日本賞

アフリカのブッダ

映画
53分30秒

シンキング・ストリングス・メディア
モメント・フィルム

南アフリカ
スウェー
デン

コンテンツ部門の各カテゴリー最優秀作品の中から、最も教育的効果が高く、的確に時代の要請に応え、教育メディアの発展に寄与するコンテンツ
各カテゴリー最優秀賞

各部門 最優秀賞
幼児向け部門最優秀賞
（総務大臣賞）

ミュージックボックス
音を探せ

テレビ
10分47秒

韓国教育放送公社（EBS）

韓国

パカパカ
国立ティエラ・デル・フエゴ大学

アルゼン
チン

０歳〜６歳までの未就学児の教育に役立つ最も優秀なコンテンツ

児童向け部門最優秀賞
（文部科学大臣賞）

世界の果てで潜ってミステリー
ザトウクジラの巻

テレビ
13分00秒

６歳〜12歳までの初等教育課程の子どもの教育に役立つ最も優秀なコンテンツ

青少年向け部門最優秀賞
（外務大臣賞）

アフリカのブッダ

映画
53分30秒

シンキング・ストリングス・メディア
モメント・フィルム

南アフリカ
スウェー
デン

12歳〜18歳までの青少年の教育に役立つ最も優秀なコンテンツ

一般向け部門最優秀賞
（東京都知事賞）

ヒューマニティー 4.0
不死は可能か

テレビ
47分37秒

韓国教育放送公社（EBS）

韓国

ノルウェー放送協会（NRK）

ノルウェー

大人の学びに役立つ最も優秀なコンテンツ（18歳以上が対象）

デジタルメディア部門最優秀賞

（経済産業大臣賞）

ライク♡ミー

ウェブサイト

デジタルメディアを活用し、新たな学びの可能性を切り拓く最も優秀なコンテンツ（幼児・児童向けあるいは青少年・一般向け）

特別賞
国際交流基金理事長賞

FACES いじめをこえて

ウェブサイト

日本放送協会（NHK）

日本

日本放送協会（NHK）

日本

ピクスコム

南アフリカ

メディアセット・アフリカ・
コミュニケーションズ（MAC）

ケニア

国家・民族間の相互理解を促す、または文化の交流に貢献する優れた作品

ユニセフ賞

静かで、にぎやかな世界
～手話で生きる子どもたち～

テレビ
50分00秒

困難な状況下にある子どもの生活や境遇についての理解を促す優れた作品

対象年齢

新規企画
最優秀賞
放送文化基金賞

パムジとブヨ

子ども向け

予算・機材などの制作条件が十分でない国・地域の教育に役立つ最も優れたテレビ番組の企画

優秀賞
日本ユネスコ協会連盟賞

アフリカに若い農家を

大人向け

予算・機材などの制作条件が十分でない国・地域の教育に役立ち、かつESD（持続可能な開発のための教育）に貢献する優れたテレビ番組の企画
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Prize Winners［受賞作品］
Audiovisual
Works

［コンテンツ作品］

The Grand Prix Japan Prize
グランプリ日本賞

Buddha in Africa
アフリカのブッダ

Thinking Strings Media [South Africa], Momento Film [Sweden]

シンキング・ストリングス・メディア［南アフリカ］、モメント・フィルム［スウェーデン］
Film • 映画

Mary Stephen
メアリー・スティーブン

This time I do not have a piece of paper because we were
not expecting this. You will have to forgive South Africa
for scooping all the awards today, including the rugby! I am
very happy that we are getting this award. This recognition.
This story is really inviting people to think about cultural
identity and coexistence and the fact that the film was
made by a young, white South African director, questioning
her role and history in her country. And the co-producers
are in Sweden, myself, the editor, is based in Paris, so it’s a
true internationally diverse production.

今回はスピーチのメモを用意していません。こんなこと予想もして
いなかったので。まず、どうか南アフリカをお許しください。
「日本
賞」で多くの賞をいただいた上に、ラグビーのワールドカップ優勝
まで！この賞をいただき、このような形で認められてとても幸せです。
この物語は、文化的アイデンティティーと共存について人々に考え
させる作品です。監督は若い白人の南アフリカ人女性で、自国の中
で自分の役割や歴史について問い続けています。共同プロデューサー
はスウェーデンにいて、編集を担当した私はパリを拠点にしています。
真に国際的で多様性のある制作チームの作品なのです。
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Recipient 受賞者

Mary Stephen

Editor
メアリー・スティーブン
エディター

Prize Presenter プレゼンター

Sevilay Bozdemir

Chairperson of Audiovisual Works
シビライ・ボズデミール

コンテンツ作品審査委員長

Jury Comments on
the Grand Prix Japan Prize
グランプリ日本賞 審査講評

Sevilay Bozdemir

シビライ・ボズデミール

perspective.
Jury thought strong protagonist carried
the story to the Grand Prix.
『アフリカのブッダ』は、仏教系の児童養護施
設で暮らすマラウイ人の青年イノックを追ったド
キュメンタリーです。この作品は、人種、他国か
らの支配、そして文化について難しい問いを浮か
び上がらせながら、ひとりのティーンエージャー
の挑戦とアイデンティティーの物語を綴っていま
す。
インパクトのある作品で、私たちはイノックの
目を通して、若さ、そして人とは違うという感覚
を味わうと同時に、「強くある」ということも感じ

Buddha in Africa tells the story of Enock Alu who is a
Malawian teenager in a Chinese Buddhist Orphanage. The
documentary rises hard questions about race, imperialism
and culture. It is a story of a challenge and identity of a
young boy.
By the impact of programme, we feel the taste of being
young, different but at the same time being strong through
the eyes of Enock. He desperately wants to stay in his
village and he expects the
grandma’s care and attention.
When he is refused to stay
home, his only choice seems
to be back in the orphanage.
His friendships, his relation
with Chinese mentor and his
dilemma between two religions
are shown in a touching way.
With this documentary we
want to hope it creates an
enriched understanding of the
differing African and Chinese

とります。イノックは、何としても故郷の村にと
どまり、祖母と一緒に暮らしたいと願っています。その希望がかな
わなかったとき、唯一の選択肢は施設に戻ることでした。友情、中
国人の師との関係、ふたつの宗教の間で板挟みになるジレンマが、
心を動かす切り口で描かれています。
このドキュメンタリーを通して、アフリカと中国という異なる視
点に対する理解が深まればと期待します。
たくましい主人公がこの物語をグランプリ受賞に導いた、と審査
委員は考えました。
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Prize Winners［受賞作品］
Audiovisual Works［コンテンツ作品］

The Best Work in the Pre-school Division

The Minister for Internal Affairs and Communications Prize
幼児向け部門最優秀賞

（総務大臣賞）

MUSIC IN THE BOX
Finding Sound

TV • テレビ

Recipient 受賞者

Seyeon Hwang

TV Director, Preschoolers and Children Department
Korea Educational Broadcasting System (EBS)

Korea Educational Broadcasting System (EBS) [Republic of Korea]

ミュージックボックス
韓国教育放送公社（EBS）
［韓国］

音をさがせ

Jinwoo Park

TV Director, Preschoolers and Children Department
Korea Educational Broadcasting System (EBS)
セヨン・ファン
韓国教育放送公社（EBS）
幼児子ども部 テレビディレクター

チヌ・パク

韓国教育放送公社（EBS）
幼児子ども部 テレビディレクター

Prize Presenter プレゼンター

Terada Minoru

State Minister for Internal Affairs and
Communications
寺田 稔
総務副大臣

Content

Children discover the wonders of music, through sounds
generated by everyday objects hidden inside a box. In this
episode, the host and the children create a variety of sounds
from a book by flipping its pages and clapping its covers.
Gradually, their acoustic escapade evolves into full-scale
musical performance. The program stimulates the children’s
curiosity for music by engaging them in various genres
including classical, jazz, and rock.

Producer’s Comments

Seyeon Hwang

When I launched MUSIC IN THE BOX, my first aim was
to let children enjoy and make fun out of music with everyday
things by themselves, rather than teaching or educating them
in a traditional way. That’s why I decided not to give children
cast any script or make rehearsals with them. I am very glad
that this Best Work award highly appreciates such efforts
my team made. I hope, through this program, every child
could feel that music is quite enjoyable and it can be easily
embedded in their lives regardless of class, gender, or age.
As a TV producer, I would do my best to contribute to every
child’s happiness with power of music.
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作品内容
箱の中に隠された身近な日用品をきっかけに、その中に潜んでいる
音を発見し、音楽へと発展させていく音楽教育番組。
司会者と子どもたちは、箱から取り出した１冊の本から、どんな音
が生み出せるかを探っていく。ページをめくる音や本を閉じる音など、
さまざまな音が作り出せることに気づき、その音を使って音楽パフォー
マンスを作りあげる。
クラシックからジャズやロックまで、あらゆるジャンルの音楽を自
由に取り上げ、子どもの興味と好奇心を刺激する番組である。

制作者コメント

セヨン・ファン

『ミュージックボックス』の制作に着手した当初の目的は、子どもた
ちを楽しませ、日用品を使って彼ら自身で音楽を面白いものにするこ
とです。従来のやり方で指導したり教育したりするのではありません。
そこで、番組に登場する子どもには、台本やリハーサルなしで参加し
てもらおうと決めました。私たちチームのこうした努力が高く評価さ
れて最優秀賞をいただけたこと、とても嬉しく思います。この番組を
通してすべての子どもに感じてもらいたいのは、音楽は楽しいものだ、
生活に組み込むのは簡単だということ。階級、性別、年齢は関係あり
ません。テレビ番組の制作者として、音楽の力を活用して子どもたち
の幸せに貢献できるよう努めたいと思っています。

Jury Comments on the Best Work
in the Pre-school Division
幼児向け部門最優秀賞 審査講評
COMMITTEE

1

Abby Jenkins

アビー・ジェンキンス

Jurors for the Pre-school & Primary Divisions
第一部会 幼児・児童向け部門審査委員

ら始まります。そこにあるのは音楽的な発見。箱の中から出てくる
のは、本、タイプライター、ベルといった身の回りの品物で、組み

Abby Jenkins <United States>
アビー・ジェンキンス

合わせるとシンフォニーが生まれます。遊びを通して行われる、斬

＜アメリカ＞

新で楽しい音楽教育へのアプローチです。番組のホストで音楽の案

Glynis Beukes-Kapa <Namibia>
グリニス・ビアケス・カパ

内役を務めるミスター・ハハとゲストの子どもたちは、好奇心や感

＜ナミビア＞

覚に身を任せます。そしてクリエイティブな表現を喜んで受け入れ

Sevilay Bozdemir <Turkey>
シビライ・ボズデミール

ます。きっと一緒になって音を奏でたくなるでしょう。驚きと喜

＜トルコ＞

びを介して、『ミュージックボックス』は、何もかもが音楽であり、

Fernanda Rotondaro <Argentina>
フェルナンダ・ロトンダーロ

『ミュージックボックス』はまず質問して、箱を開けるところか

私たち誰もがミュージシャンだと教えてくれるのです。

＜アルゼンチン＞

With a question and a gentle shake, MUSIC IN THE BOX
begins with opening a box that reveals a musical discovery.
Inside are everyday objects, that when combined, a book,
a typewriter and a bell—become a symphony. MUSIC IN
THE BOX is a fresh and fun approach to music education
through play. The show’s host and musical guide, Mr.
Haha, and his kid guests model curiosity, engaging the
senses, and encourage creative expression. You can’t
help but want to play along too. Through surprise and
delight, MUSIC IN THE BOX shows us that anything and
everything is music and that we are all musicians.

Runners-up［優秀賞］
Q - PHILOSOPHY FOR CHILDREN - Why is It Embarrassing to Be Naked?
Japan

NHK (Japan Broadcasting Corporation)

A puppet boy named Q-kun explores questions about
everyday life with a talking rabbit named Chitchi. The
question in this episode is, "Why is it embarrassing to
be naked?" Together, Q-kun and Chitchi discuss topics
such as when and where it’s embarrassing to be nude,
and why humans initially began wearing clothes. By
questioning "normal" behaviors and ideas, the program
helps shed light on exactly why it’s embarrassing to be
naked.

Shimajiro: A World of WOW! Living
Japan

Benesse Corporation
The Answerstudio Co., Ltd.
DASH Co., Ltd.

Pre-school Division 幼児向け部門

Q～こどものための哲学〜 なんで裸は恥ずかしいの？
日本

パペットの男の子Ｑくんが、おしゃべりするウサギの
チッチと一緒に、日々の暮らしで疑問に思ったことを
深く考えます。今回のエピソードの疑問は、「なんで裸
ははずかしいの？」Ｑくんとチッチは、いつどんな時
に裸をはずかしいと思うのか、そもそも人間はなぜ洋
服を着るようになったのか、などについて話し合いま
す。「普通」の行動や考えに疑問を投げかけつつ、なぜ
裸は恥ずかしいのかを浮き彫りにします。

TV

しまじろうのわお！ いきる
日本

The topic of living is discussed in three segments 「いきる」というテーマについて３つのパートで語られ、
that explore the importance of observation, working 観察、助け合い、想像力の大切さを掘り下げていきます。
今回のエピソードは、子どもたちが生きることの意味
together, and creativity.
The episode is designed to make children think about を考えられるように構成されています。この番組が目
what it means to live. The program’s goal is to help 指しているのは、時に謎めいていて、迷子になりやす
each child discover their own unique way of navigating い外の世界をいきていく方法を、子どもたちがそれぞ
the outside world—a place that is often mysterious and れ見つける手助けとなることです。
easy to get lost in.

TV
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Prize Winners［受賞作品］
Audiovisual Works［コンテンツ作品］

The Best Work in the Primary Division

The Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology Prize
児童向け部門最優秀賞

（文部科学大臣賞）

TV • テレビ

SUBMARINE MYSTERIES AT
THE END OF THE WORLD
Humpback whales

Pakapaka
Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) [Argentina]

世界の果てで潜ってミステリー ザトウクジラの巻
パカパカ、国立ティエラ・デル・フエゴ大学［アルゼンチン］

Recipient 受賞者

Juan Pablo Lattanzi

Director, Media Department
Universidad Nacional de Tierra del Fuego
(UNTDF)
フアン・パブロ・ラタンシ
国立ティエラ・デル・フエゴ大学
メディア学部長

Prize Presenter プレゼンター

Ueno Michiko

State Minister of Education, Culture, Sports,
Science and Technology
上野 通子
文部科学副大臣

Content

This program invites young viewers into the world of life
beneath the sea. Set in the southern-most city of Ushuaia
in Argentina, Lola and her three diver friends explore the
undersea ecosystems along the Tierra del Fuego coast. The
focus of this episode is the humpback whale. Lola visits
a research center to learn ways to identify different whale
species. She also attempts to observe them using a drone.
The result of her research and images she captures are shared
online, stimulating communication with viewers to harness
collective knowledge.

作品内容
子どもたちを海底の生き物の生態へと誘う自然教育番組。「世界の果
て」とも呼ばれる南米最南端の町、ウスアイア。そこに住むローラと
３人のダイバーが進行役となり、ウスアイア周辺のフエゴ諸島の海に
住むさまざまな生物と、それを取り巻く環境について探っていく。今
回のテーマはザトウクジラ。研究所を訪ねてクジラの見分け方を学ん
だり、ドローンを飛ばして生態を観察したりしながら、得た知識を写
真とともにネットに投稿、仲間とコミュニケーションをとりながら学ん
でいく。

制作者コメント

フアン・パブロ・ラタンシ

このプロジェクトを開始した当時は、まさか日本で賞をいただける

Producer’s Comments

Juan Pablo Lattanzi

When we started doing this project, we never thought it
would be possible to win an award in Japan.
Thanks to the support of Pakapaka television channel,
we were able to do the program. However, we are a small
production unit installed in a small city like Ushuaia (the
southernmost in the world) and it is a great effort for us to
do this project. That is why it is so important for us and for
Ushuaia to win the JAPAN PRIZE.
We would like to share with everyone the idea that it is
possible to make in “periferic places”, educational content
interesting, entertaining and with quality.

20

JAPAN PRIZE 2019

とは思っていませんでした。
番組を実現できたのはパカパカのサポートのおかげです。私たちは、
世界最南端の小さな都市ウスアイアを拠点とする小さな制作ユニット
で、このプロジェクトには全力をあげて取り組んでいます。だからこ
そ「日本賞」での受賞は、私たち、そしてウスアイアにとっても大き
な意味を持ちます。
皆さんに知ってもらいたいのは、「世界の果て」にいても、面白くて
楽しい、質の高い教育コンテンツを制作できるということです。

Jury Comments on the Best Work
in the Primary Division

• Abby Jenkins アビー・ジェンキンス

児童向け部門最優秀賞 審査講評
SUBMARINE MYSTERIES AT THE END OF THE
WORLD offers a unique look at life in the southernmost
city in the world, Ushuaia. It includes incredible footage
of humpback whales and underwater life that few of have
seen. In addition to showing amazing diversity of animal
life in this unique region, the series invites the viewers to
become scientists—exploring the natural world, asking
questions and learning about data collection. Perhaps most
importantly, the series does a wonderful job highlighting
the delicate balance of the earth’s ecosystems. This series
will likely inspire the next generation of biologists and
conservationists. At a time when climate change is showing
real impact on our
biodiversity, the
series underscores
an appreciation
for protecting
and studying the
natural world.

『世界の果てで潜ってミステリー』は、世界の果てとも呼ばれる
南米最南端の都市ウスアイアの生物を、独特の視点で紹介します。
そこで見られるのは、ザトウクジラの素晴らしい映像や、ほとんど
誰も目にしていない貴重な海底生物。この特異な地域に生息する生
物の驚くべき多様性を示しながら、自然界を探索し、疑問を投げか
け、集積したデータから学ぶといった科学者の世界へと視聴者を誘
います。おそらく最も重要なのは、地球における生態系の絶妙なバ
ランスが、番組の見事な手腕により際立っていることです。次世代
の生物学者や自然保護活動家を大いに刺激するでしょう。気候変動
が種の多様性に対して確実に影響を及ぼしている今の時代に、自然
界の保護と学びの大切さを浮き彫りにしています。

COMMITTEE

1

Jurors for the Pre-school & Primary Divisions
第一部会 幼児・児童向け部門審査委員

Abby Jenkins <United States>
アビー・ジェンキンス

＜アメリカ＞

Glynis Beukes-Kapa <Namibia>
グリニス・ビアケス・カパ

＜ナミビア＞

Sevilay Bozdemir <Turkey>
シビライ・ボズデミール

＜トルコ＞

Fernanda Rotondaro <Argentina>
フェルナンダ・ロトンダーロ

＜アルゼンチン＞

Runners-up［優秀賞］
Look into my World The Girl with the long Hair
Germany

Suedwestrundfunk (SWR), Kurhaus Production

Janne, 11, hasn’t had her hair cut for three years. After
a television show about children who need a wig, she
decides to donate her hair. She herself knows what
it's like to live with a handicap because she is hard of
hearing. She searches a wigmaker and finds the 14-yearold Anouk, who already lost all her hair as a small child.
Is she going to be ready for such a big change?

Jane my rainbow family
Germany

Fermer Film, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Jane is twelve and her parents separated a year ago
after her mother fell in love with another woman. Now
Jane and her younger brother, Elias, stay one week
with their dad and one week with their mum and her
girlfriend. It took Jane a while to get used to the new
set-up, although her mum’s homosexuality was her
least concern. She was more scared the family would
break apart.

Primary Division 児童向け部門

これが私の世界

長い髪の少女

ドイツ

11歳のヤンネは３年間髪を切っていません。ウィッグ
を必要とする子どもたちのテレビを見て、ヘアドネー
ションをしようと決意したからです。聴覚障害がある
ヤンネは、障害とともに生きることがどんなものであ
るかよく知っています。彼女はウィッグメーカーを探
し、子どもの頃に髪の毛をすべて失った14歳のアヌー
クと出会います。ヤンネは大きな変化を経験すること
になりますが、心の準備はできているのでしょうか？

TV

レインボーファミリー
ドイツ

ヤーネは12歳。両親は１年前に離婚しました。お母さん
が女性と恋に落ちたからです。ヤーネと弟のエリアス
は、一週間はお父さんの家、次の一週間はお母さんと
その恋人が暮らす家で過ごします。新しい状況に慣れ
るまでに時間はかかりましたが、ヤーネはお母さんが
同性愛者であることについては、まったく気にしてい
ません。彼女が恐れているのは家族がバラバラになっ
てしまうことです。

TV
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Prize Winners［受賞作品］
Audiovisual Works［コンテンツ作品］

The Best Work in the Youth Division
The Minister for Foreign Affairs Prize
青少年向け部門最優秀賞

（外務大臣賞）

Buddha in Africa

Recipient 受賞者

Thinking Strings Media [South Africa], Momento Film [Sweden]
Film • 映画

アフリカのブッダ

Mary Stephen

Editor
メアリー・スティーブン
エディター

シンキング・ストリングス・メディア［南アフリカ］、モメント・フィルム［スウェーデン］

Prize Presenter プレゼンター

Shino Mitsuko

Director-General for Cultural Affairs /
Assistant Minister [Ambassador]
志野 光子
国際文化交流審議官［大使］

Content

In the southern countries of Africa, there are growing
number of orphanages whose objective is to promote
Buddhist culture. Set in one such orphanage in Malawi, the
documentary follows a group of teenage students as they
struggle to reconcile their African roots and Asian values in
the process of forging their identities.
The institution welcomes children from impoverished
families and provides them with not just basic education
but also instruction in Chinese language and martial arts. A
student dreams of becoming a martial arts film star like Jet
Li, but he soon comes to a crossroads: he is torn between the
choice of returning to his home village to help his family or
pursuing a life in the Chinese culture. The film offers a subtle
exploration of the impact of soft power while depicting the
inner dialogue of African youth as they confront questions of
race, culture, and religion.

作品内容
アフリカ南部の国々に、仏教文化を伝えることを目的とした児童養
護施設が設立されている。そこで学ぶ10代の少年少女たちが、アジア
的な価値観とアフリカのルーツとの間で葛藤しながら成長していく姿
を描くドュメンタリー。
この施設では、アフリカの貧困層の子どもたちを受け入れ、数学な
どの基礎教育を与えるとともに、漢字や中国武術などの文化を教えて
いる。生徒たちは、ジェット・リーのような映画スターを夢見る一方で、
故郷の家族のもとに戻るべきか、中国文化の中で生きていくかの選択
を迫られるようになっていく。人種、文化、宗教、そしてその中で育
つ若者の内面の葛藤を描き、ソフトパワーの功罪について問いかける
作品である。

制作者コメント

ニコル・シェーファー

この作品が日本で評価されたことをたいへん光栄に思います。主催
者および審査委員の皆さまに御礼申し上げます。
数年におよぶ制作の旅にお付き合いいただいたすべての方々、スタッ
フ、友人、共同プロデューサーであるスウェーデン、モメント・フィ

Producer’s Comments

Nicole Schafer

We are greatly honoured to receive recognition for this film
in Japan. We want to thank the organisers of NHK JAPAN
PRIZE and the distinguished jury.
We would like to thank everyone who accompanied this
journey during the many years of the making of this film, our
crew, friends and co-producers, David Herdies of Momento
Films in Sweden, our Executive producer Don Edkins in
South Africa. Many thanks to Enock Alu, our protagonist
who allowed us to follow him all this time, his
friends and for the The Amitofo Care Centre
(ACC) and founder Master Hui Li.
We hope the film will provide Japanese
audiences and the youth with an enriched
understanding of some of the experiences
affecting African youth in Malawi and
encourage reflection on questions of cultural
heritage, cultural identity and diversity in this
time of economic and cultural globalisation.
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ルムのデビッド・ハーディース、南アフリカ在住エグゼクティブプロ
デューサーのドン・エドキンスに感謝します。そして密着取材を許し
てくれた主人公のイノック、彼の友人たち、児童養護施設ACCおよび
創設者のフイリー法師には心から感謝の意を表します。
この作品を見た日本の視聴者や若者が、マラウイにいるアフリカの
青少年に影響を及ぼす出来事について、理解を深めてくれればと思い
ます。さらには、経済や文化がグローバル化しているこの時代において、
文化の継承、文化的アイデンティティーや多様性の問題を考えるきっ
かけとなることを期待します。

Jury Comments on the Best Work
in the Youth Division
青少年向け部門最優秀賞 審査講評
COMMITTEE

2

Ade Rawcliffe

アディー・ロウクリフ

Jurors for the Youth Division

stand, sensitively addressing topical and controversial
subjects—religion, cultural conflict, and Chinese
expansionism in Africa. This work shines with compassion
and subtlety. Open to the beauty of Buddhism, the dangers
of cultural assimilation, and above all, the preciousness of
an individual soul.

第二部会 青少年向け部門審査委員

Ade Rawcliffe <United Kingdom>
アディー・ロウクリフ

＜イギリス＞

Harto Hänninen <Finland>
ハルト・ハンニネン

＜フィンランド＞

Ai Shibata <Japan>
柴田 愛

『アフリカのブッダ』は、少年イノックの物語です。仏教系の児

＜日本＞

童養護施設での教えと、自分をアフリカに引き留めることになるマ

Stefanie Theil <Switzerland>
ステファニー・タイル

ラウイ文化の間で彼の心は揺れ動きます。イノックの旅路を通して

＜スイス＞

この作品が描いているのは、グローバル化した世界でアフリカが今

Buddha in Africa is the story of Enock, torn between his
Buddhist orphanage upbringing, and his Malawian culture,
which might ultimately be holding him back. Through his
journey, the film paints a complicated portrait of Africa’s
latest struggle in a globalised world. Enock must negotiate
the pros and cons of cultural assimilation as he attempts to
balance losing his mother tongue with gaining educational
and financial opportunities.
The film exposes the cultural differences, and tensions
that exist between two very different cultures, yet also
reveals the genuine human relationships that are formed
interculturally. Addressing the universal themes of identity
and belonging, it highlights conflicts, but never takes a

直面している葛藤の複雑な様相です。母国語を失うということ、教
育や経済的支援の機会を得ること、その間でバランスをとろうとし
ながら、イノックは文化的同化の利点と問題点に折り合いをつけな
ければなりません。
この作品は、文化の違い、そしてふたつの全く異なる文化間に存
在する緊張感を浮き彫りにしながらも、文化を超えて築かれる真の
人間関係も描いています。アイデンティティーと自分の居場所とい
う普遍的テーマを語り、衝突を強調していますが、どちらにも肩入
れしていません。宗教、文化的対立、アフリカにおける中国の拡張
主義など、議論の的になっている時事的なテーマを慎重に伝えてい
ます。思いやりと
繊細さが作品を輝
かせています。仏
教の美しさ、異文
化 同 化 の 危 険 性、
そして何にもまし
て個人の魂の尊さ
を懐深く受け止め
ています。

Runners-up［優秀賞］
CLOROPHILIA THE THIRST OF PLANTS
Argentina

Channel Encuentro

“CLOROPHILIA” is a nature TV series unlike no other
—a new way of storytelling that focuses on the
natural world. Combining fiction and documentary,
the series puts different breathtaking South American
locations on display and helps us discover and wonder
at the unique world of plants. On each episode,
“CLOROPHILIA” reinvents itself: Thriller, futuristic
dystopia, romantic comedy or horror movie, everything
is possible in this stunning trip to the world of plants.

Daraya: A Library Under Bombs
France

Brother Films

At the heart of the Syrian civil war, a group of activists
created an underground library in the besieged
outskirts of Damascus. After years of blockade, they
were forced to leave their city. But they managed
to save their videos illustrating a unique experiment
of cultural resistance under the bombs. This film
follows the story of three friends who met during the
2011 revolution and never gave up on their cultural
resistance and peaceful struggle.

Youth Division 青少年向け部門

クロロフィリア

植物だって乾く

アルゼンチン

斬新な語り口で自然を紹介するシリーズ番組。フィク
ションとドキュメンタリーを組み合わせ、息をのむほ
ど美しい南米の各地を訪ね、植物がくりひろげる独特
な世界を発見していきます。スリラーやロマンチック・
コメディー、ホラーのテイストを加えて、毎回、植物
界への大冒険を盛り上げます。

ダラヤ

TV

爆撃の下の秘密図書館

フランス

シリア内戦の最中、ある活動家グループは包囲された
ダマスカス郊外に地下図書館を作りました。封鎖が長
く続き、活動家たちは地元を離れざるを得なくなりま
すが、爆撃の中で撮影した貴重な資料映像を残しまし
た。2011年の革命の際に出会い、活動の意義と平和を
信じ、抵抗し続けた３人の友人たちを追います。

TV
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Prize Winners［受賞作品］
Audiovisual Works［コンテンツ作品］

The Best Work in the Lifelong Learning Division
The Governor of Tokyo Prize
一般向け部門最優秀賞

（東京都知事賞）

HUMANITY4.0
Can we be immortal?

TV • テレビ

Recipient 受賞者

MeeSol Yi

Korea Educational Broadcasting System (EBS) [Republic of Korea]

Producer
Korea Educational Broadcasting System (EBS)
ミソル・イ

ヒューマニティー4.0

Prize Presenter プレゼンター

韓国教育放送公社（EBS）
［韓国］

不死は可能か

韓国教育放送公社（EBS）
プロデューサー

Fujita Yuji

Director General of Tokyo Metropolitan
Board of Education
藤田 裕司

Content

東京都教育委員会 教育長

Can humans attain immortality? Is it possible to sustain
love throughout eternity? In this documentary program,
a renowned Korean mechanical engineer delves into the
forefront of science and technology to question the very
definition of humanity.
Driven by his desire to keep the memory of his beloved son
alive forever, Professor Dennis Hong embarks on a journey
to find practical ways to attain immorality. Along the way, he
meets scientists who employ digital technology to resurrect a
deceased lover. He also attempts to preserve his own identity
in the form of an AI robot created with his own personal data.
Interweaving intimate stories of a father-son relationship
with an investigation into advanced science and technology,
the program engages us in an emotional and intellectual
conversation about love and humanity.

作品内容
人間は不死を実現できるのだろうか。愛を永遠に保存することは可
能なのだろうか。韓国の工学者が、最先端技術を自ら体験しながら、
人間とは何かと問いかけていくドキュメンタリーである。
主人公のデニス・ホン教授は、最愛の息子との記憶を永久に残した
いと願い、不老不死を可能にする技術を探す旅に出る。そして、亡くなっ
た愛する人を再生するデジタル技術の取材や、専門家へのインタビュー
などを積み重ねていく。さらに、自分自身のデータをもとに、自らを
AIロボットとして保存することに挑戦する。
人工知能という難解な科学技術を、親子の愛というストーリーとか
らめながら描き、人間と愛について思考を深めていく作品である。

制作者コメント

ミソル・イ

韓国教育放送公社のミソル・イです。一般向け部門の一次審査通過
作品を何本か拝見しましたが、このような素晴らしい作品群から選ば

Producer’s Comments

MeeSol Yi

I am MeeSol Yi, a producer from EBS in South Korea. I
was able to watch several nominations of Lifelong Learning
Division and it is such an honour to be selected among those
amazing works. I was deeply impressed by the fact that people
still can be touched by humanity even though we live in the
era which only talks about technology.
As my career grows, ironically I feel much more difficult
and careful to make a good and meaningful program. So I am
deeply honoured and inspired to have been selected as the
winner. I will always do my best and open to new initiatives
to create better program.
Lastly I would like to accept this award on behalf of staffs
and my team. Thank you very much.
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れたのはとても光栄です。テクノロジーの話題ばかりが先行する今の
時代でも、人はまだ人間性というものに心を動かされるという事実に、
深い感銘を受けました。
皮肉なことですが、キャリアを積むにつれて良質で有意義な番組作
りが難しくなり、慎重にならなければ、と感じるようになりました。
ですから、最優秀作品に選ばれたことを誇りに思うと同時に大いに刺
激を受けました。もっと良い番組制作のために努力を続け、新たな試
みを進んで取り入れるつもりです。
最後になりますが、スタッフとチームを代表してこの賞を受け取り
ます。ありがとうございました。

Jury Comments on the Best Work
in the Lifelong Learning Division
一般向け部門最優秀賞 審査講評
COMMITTEE

3

Karina Laterza

カリーナ・ラテルザ

Jurors for the Lifelong Learning Division
第三部会 一般向け部門審査委員

Karina Laterza <Italy>
カリーナ・ラテルザ

＜イタリア＞

Somyos Kiataramkul <Thailand>
ソミオス・キアタラムクル

＜タイ＞

information”.
This the key moment in this brilliant and touching
documentary perfectly produced and full of thrilling
information that involves us in a love story entwined
with technology super power and the human fight for
immortality.

Kathy Li <China>
キャシー・リー

実在する一風変わった家族の目を通して、監督が集約して伝えて

＜中国＞

いるのは、不死を信じる科学者は未来にどうなりえるのか、その背

Khadija Ouled Addi <Qatar>
カディージャ・ウレド・アディ

景にある思考プロセスです。

＜カタール＞

Presented through the eyes of a real yet peculiar family,
the director encapsulates the thinking process behind what
a scientist believes immortality can be in the future.
HUMANITY4.0 unravels in front of your eyes an
emotive Docu-story, guiding you to address the ethical
problems whilst learning the scientific aspects involved.
A hot topic that delves into the controversial process of
inserting one’s self wholly into a machine, that may or may
not respond in a human way.
At the end, we see one final exchange: “Dad, do you
love me?” A boy asks a big computer. There is a long
pause, then the machine-father answers “I need more

Runners-up［優秀賞］
Accused #2: Walter Sisulu
France

La Générale de Production

256 hours of sound archives recorded during the
Rivonia trial (9 months) were recently unearthed and
digitised by the Institut National de l’Audiovisuel (INA).
They bring back to life the political battle waged by
Mandela and his 7 co-defendants. This film looks at one
of them in particular: accused number 2, a lesser-known
hero of the struggle against Apartheid, Mandela’s
mentor Walter Sisulu.

A World of Boisterous Silence
Japan

NHK (Japan Broadcasting Corporation)

At Meisei Gakuen, a school in Tokyo, children who
cannot hear learn using sign language. The children’s
eyes sparkle as they recite, in sign language, the
poem "The Song of Spring" from their textbook. The
fresh early spring breeze caresses our cheeks, and tiny
veronica flowers bloom in profusion before our eyes.
We turn our eyes to that "boisterous world of silence"
and ask alumni of the school for their perspectives on
Japanese society today.

『ヒューマニティー4.0』が視聴者の前でひも解くのは、感情に訴
えるストーリー。科学的な側面の学習に触れつつ、倫理的問題に取
り組むよう導きます。
自我をそのままマシンに埋め込むという賛否両論あるプロセスを
深く掘り下げるのは、旬のトピックです。マシンは人間らしく応答
するかもしれませんし、しない可能性もあります。
番組の終わりに、私たちは最後のやり取りを目撃します。
「父さん、
僕を愛してる？」と少年が大きなコンピューターに向かって尋ねる
と、長い沈黙のあと、マシンの父親が答えます。
「情報が足りません」。
これが、秀逸で心を打つドキュメンタリーの要となる瞬間です。
念入りに制作され、ワクワクするような情報が満載の作品によって、
私たちはテクノロジーが持つ強大な力と不死に挑戦する人間が織り
なすラブストーリーに巻き込まれていくのです。

Lifelong Learning Division 一般向け部門

被告人ナンバー２ ウォルター・シスル
フランス

リヴォニア裁判中の256時間に及ぶ音声データがフラン
ス国立視聴覚研究所で最近発見されました。ネルソン・
マンデラと７人の共同被告人による政治裁判が鮮明に
よみがえります。この作品はその中のひとり、被告人
２番、あまり知られていない反アパルトヘイト運動の
活動家でマンデラのメンター、ウォルター・シスルに
焦点を当てています。

Film

静かで、にぎやかな世界 ～手話で生きる子どもたち～
日本

都内にある明晴学園は、聞こえない “ろう” の子どもた
ちが手話で学ぶ学校。子どもたちが目を輝かせながら、
表情豊かな “手話” で、詩『春のうた』を朗読すると、
春のそよ風が頬を撫で、いぬのふぐりの花が目の前に
咲き乱れます。今の社会に対する卒業生たちのインタ
ビューを交えながら、「静かで、にぎやかな世界」に目
を傾けます。

TV
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Prize Winners［受賞作品］
Audiovisual Works［コンテンツ作品］

The Best Work in the Digital Media Division
The Minister of Economy, Trade and Industry Prize
デジタルメディア部門最優秀賞

（経済産業大臣賞）

Like♡Me

Recipient 受賞者

ライク♡ミー

Director/Script Writer
NRK Super
Norwegian Broadcasting Corporation (NRK)
アンナ・ウィスロフ

Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) [Norway]
Website

ウェブサイト

ノルウェー放送協会（NRK）
［ノルウェー］

Anne Wisløff

ノルウェー放送協会（NRK)
ディレクター／脚本家

Prize Presenter プレゼンター

Matsumoto Yohei

State Minister of Economy, Trade and Industry
松本 洋平

Content
Like♡Me is a new web drama series that combines

elements of social media, messaging apps, and live action
drama to tell a story about bullying. Based on the actual
testimonies of a group of twelve-year-olds, the story portrays
the life of a girl as she gets betrayed by her best friends and
suffers exclusion and bullying. The viewers are able to follow
either the aggressor or the victim through their daily online
posts, and get a first-hand experience of the bullying as it
unfolds. The character’s desire for approval and obsession
with popularity is depicted in a raw and unfiltered manner,
prompting viewers to recognize their own behavior and its
consequences. The goal is to help nurture young people’s selfconfidence.

経済産業副大臣

作品内容
『ライク♡ミー』は、ソーシャルメディアやメッセージアプリと実写
ドラマを組み合わせて、いじめの悲劇を描く新しい形式のネットドラ
マである。主人公の少女が親友の少女から裏切られ、仲間外れといじ

Producer’s Comments

Anne Wisløff

This is a great honor for me, my team, and our department,
NRK Super. Like♡Me was regarded a risky project before
we started out. People were afraid that the topic of bullying
was too dark and depressing, and that the viewers would turn
away.
We knew that most kids experience either being excluded
or bullied, or find themselves on the other side, bullying or
excluding other kids. Kids and teenagers need to be taken
seriously in their struggles, and they are fully capable of
understanding and taking in things that are not only fun and
light entertainment.
I hope that our winning this prize can inspire other
production companies to treat these topics as well, because I
really think that we can help kids who have a hard time.

めに巻き込まれていく様子を、実際の12歳の少女たちへの丁寧な取材
により生々しく描く。
いじめの被害者と加害者のいずれかの立場を選択することで、相手
のメッセージを自分のスマホで受け取ることができ、あたかも自分自
身がいじめの渦中にいるかのような感覚でドラマを体験することがで
きる。
少女たちの間に蔓延する「周りに好かれる人気者でありたい」とい
う強迫観念をありのままに描き、若者の自己肯定感を育てるとともに、
自分たちの行動の結果に気づかせることをねらった作品である。

制作者コメント

アンナ・ウィスロフ

今回の受賞は、私自身や私のチーム、そして部署であるNRKスーパー
にとって大変な名誉です。『ライク♡ミー』は、始める前はリスクを伴
うプロジェクトだと考えられていました。いじめというトピックは暗
くて陰うつで、視聴者には受け入れられないのでは、と危惧していた
のです。
子どもたちの多くが、仲間外れにされたり、いじめを受けた
り、もしくは逆の立場を経験したりしていることは分かってい
ました。子どもや10代の若者たちは、自分たちの葛藤を真剣
に受け止めてほしいと思っています。楽しく軽い娯楽作品でな
くても、彼らは十分に理解し、受け入れることができます。
この度の受賞により、同じようなトピックを取り上げる制作
会社が増えることを望みます。苦しんでいる子どもたちの救い
になると信じているからです。
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Jury Comments on the Best Work
in the Digital Media Division
デジタルメディア部門最優秀賞 審査講評

Harto Hänninen

ハルト・ハンニネン

Like ♡ Me is a girls’ drama series in web, using also
social media to get a grip on the target audience. The jury
found the drama extremely well made, engaging and real.
Young actresses are excellent, and the story of exclusion
and bullying is easy to relate to and heartbreaking to watch.
In order to make both main characters believable and
understandable, the story is told from two different points
of view. This helps the audience to realize that things are
not black and white.
The show expands beyond an ordinary drama. It
combines creatively daily real-time drama with Instagram
roles and messages, making audience become more
involved with the drama. It gets really close to the target
audience and takes responsibility for it through the
moderated community for teenagers.
The production team really respects their target
audience. They have made the huge research to make sure
their attitude and language is relevant for that age group.

人を引き付けると審査委員は評価しました。
若手女優たちの演技が素晴らしく、仲間外れといじめのストー
リーは共感しやすく見ていて胸が痛くなります。メインのキャラク
ターに真実味と実在感を与えるため、物語はふたつの異なった視点
に立って進行します。それによって視聴者は、物事とは白黒はっき
り割り切れるものではないと気づくのです。
この作品は通常のドラマの枠を超えています。日常の現在進行
形ドラマと、インスタグラムの役割やメッセージが独創的に組み合
わされ、視聴者はますますドラマに引き込まれます。ティーンエー
ジャー向けの承認制コミュニティーを通じて、ドラマは視聴者との
距離を縮め、彼らのリアルな姿を真正面から伝えています。
制作チームはターゲットとなる視聴者を非常に尊重し、作品の中
の振る舞いや言葉遣いがその年代の視聴者に適しているかを確認す
るため、膨大なリサーチを実施しました。

『ライク♡ミー』はウェブ上で展開する少女たちのドラマシリー
ズです。ターゲットとなる視聴者の心をつかむためにソーシャルメ
ディアも活用しています。大変よくできたドラマであり、リアルで

Runner-up［優秀賞］

Digital Media Division デジタルメディア部門

History 360°
Germany

ヒストリー360°
ドイツ

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

“History 360°”makes historical connections,
developments and events tangible for spectators. The
ZDF relies on linear documentaries, innovative 360
degrees video productions and a walk-in, virtual space.
The seven 360 degrees short documentaries provide
users the opportunity to travel back in time to certain
places in Germany. By combining original locations,
archive material and animation technology, the movies
offer a new look at the history of each location.

Digital Media
Division
デジタルメディア部門 ファイナリスト

Finalists

歴史的な繋がり、出来事や変遷を、起承転結のあるド
キュメンタリーと革新的な360度のバーチャル映像体験
を通じて分かりやすく解説します。360度の短編ドキュ
メンタリー７作品を通して、視聴者は時をさかのぼり、
ドイツ国内の “過去” を体験。新たに撮影した映像、アー
カイブ、アニメーション技術を駆使して、それぞれの
土地の歴史に新たな視点をもたらします。

Cross-media クロスメディア
#followme
– The dark economy behind your timeline
#followme – SNSの裏側に迫る

Geert-Jan Strengholt

Netherlands

Creative Director
VPRO
ヘルト・ヤン・ストレングホルト オランダ
VPRO
クリエイティブディレクター

Website ウェブサイト

FACES ~How I survived being bullied~
FACES いじめをこえて

Masaru Ishizu

Japan

Senior Producer, Program Production Department
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
石津 雅 日本
日本放送協会（NHK）
制作局 チーフプロデューサー

History 360°

Cross-media

Cross-media クロスメディア

ヒストリー360°

Julia Kiehne

Germany

Editor
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
ユリア・キーネ ドイツ
第２ドイツテレビ
エディター

Ocean School

Website ウェブサイト

オーシャン・スクール

Miki Mori

Japan

Senior Director, Business Planning, Contents Center
Japan International Broadcasting Inc.
森 美樹 日本
日本国際放送
コンテンツセンター（企画事業）統括部長

Jacques Gautreau

Canada

Executive Producer
National Film Board of Canada (NFB)
ジャック・ゴートゥロー カナダ

カナダ国立映画製作庁
エグゼクティブプロデューサー
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Prize Winners［受賞作品］
Audiovisual Works［コンテンツ作品］

Special Prize［特別賞］

The Japan Foundation President’s Prize
国際交流基金理事長賞

FACES
How I survived being bullied

NHK (Japan Broadcasting Corporation) [Japan]
Website

ウェブサイト

Miki Mori

Senior Director
Business Planning, Contents Center
Japan International Broadcasting Inc.
石津 雅

日本放送協会（NHK）
［日本］

This is a website which collects two-minute video
testimonies of people who survived bullying, addressed to
those who are currently suffering from bullying. In attempt to
build a platform where people of different ethnicity, religion,
and culture can support one another, the project calls upon
public media companies around the world to participate in this
international co-production initiative. Each message provides
hints on how to overcome bullying and regain one’s selfconfidence. The idea is to provide ray of hope for those who
are suffering, and help them regain joy in life.

Masaru Ishizu

Senior Producer
Program Production Department, NHK

FACES いじめをこえて

Content

Recipient 受賞者

作品内容
いじめを乗り越えた人た
ちが、今もいじめに悩んで
いる人々に宛てて２分間の
メッセージ動画を発信する
ウェブサイト。世界の公共
メディアに国際共同制作を

NHK制作局 チーフプロデューサー

森 美樹

日本国際放送 コンテンツセンター（企画事業）
統括部長

Prize Presenter プレゼンター

Hiroko Tsuka

Executive Vice President
of the Japan Foundation
柄 博子
国際交流基金 理事

呼びかけ、さまざまな国や
地域に暮らす人たちのリアルな声を集めることで、民族や宗教、文化
の違いを超えて、互いに支え合うことを目的としている。メッセージ
の中心となるのは、いかにしていじめを乗り越え、自分らしさを取り
もどしたかという体験談。２分動画の中に、いじめに苦しむ当事者が

Producer’s Comments

Masaru Ishizu

Bullying is a problem all over the
world and the idea behind FACES
was for the staff of the world’s
public broadcasting stations to
confront it together. I am delighted
that our contribution to this project
has been appreciated and want to say thank you to all of the
staff who gave it their support, the TV people from around the
world who joined the project, and above all the many people
who found the courage to talk about their own experiences of
being bullied to the camera. I hope that still more broadcasting
stations from across the globe will participate in FACES .

希望をみいだし、生きる喜びを感じるためのヒントが詰まっている。

制作者コメント

石津 雅

世界的な社会問題である “いじめ” に、世界の公共放送局がタッグを
組んで立ち向かうプロジェクト、それが『FACES』です。今回、われわ
れの取り組みを評価していただき、とても嬉しく思います。プロジェ
クトを支えてくれているスタッフ、プロジェクトに加わってくれた世
界のテレビマンたち、そして、勇気を出してカメラの前でいじめの体
験を語ってくれた皆さんに、心から感謝します。『FACES』プロジェク
トへの、世界の放送局のさらなる参加をお待ちしています。

審査講評

シビライ・ボズデミール

デジタルメディアのプロジェクト『FACES いじめをこえて』を通し
て私たちが出会うのは、どのようにいじめを乗り越えたのかを２分の

Jury Comments

Sevilay Bozdemir

FACES is a digital media project that we can meet many
people explaining how they survived being bullied in two
minutes.
From different countries, public broadcasters participate
this project and this makes it global. These two-minute
testimonies are broadcast and delivered online so that others
can easily reach and find that they are not alone.
Here it is so inspiring that resilience and diversity in such
a project can expose to understand how important it can be.
Feedbacks and reactions are getting in larger numbers in
participating countries.
Jury thought that FACES ~How I survived being bullied~
is the perfect example of encouraging mutual understanding
among nations and races.

動画で語る多くの人たちです。
さまざまな国の公共放送が参加しているこのプロジェクトは、世界
中に広がっています。２分間の証言は放送され、オンラインでも配信
されています。誰でも簡単にアクセスでき、自分はひとりではないと
気づくのです。
こうしたプロジェクトで、さまざまな個性をもつ人たちがいじめか
ら立ち直った経験を
紹介することが、理
解につながるという
重要性に気づかせて
くれました。参加し
ている国では反響や
反応がどんどん大き
くなっています。
『FACES』は、国家・
民族間の相互理解を
促すための最適な例
であると審査委員は
判断しました。
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Prize Winners［受賞作品］
Audiovisual Works［コンテンツ作品］

Special Prize［特別賞］

The UNICEF Prize
ユニセフ賞

A World of Boisterous Silence

NHK (Japan Broadcasting Corporation) [Japan]

TV • テレビ

Recipient 受賞者

静かで、にぎやかな世界
～手話で生きる子どもたち～

Akiko Murai

Senior Producer, NHK Educational Corporation

Ai Nagashima

Program Director
Program Production Department, NHK
村井 晶子

日本放送協会（NHK）
［日本］

NHKエデュケーショナル シニアプロデューサー

長嶋 愛

Set in a school in Tokyo for children who cannot hear,
this documentary follows the life of children over the course
of a year. For many years, Japan’s schools for the deaf have
emphasized assimilation to the mainstream society and banned
the use of sign language. Many schools focused on teaching
spoken Japanese and lip-reading. At this school, however, the
emphasis is put on using sign language to nurture their ability
to think, to express themselves, and to build self-confidence.
The children’s eyes sparkle as they use sign language to recite
poems in class and joke around with friends during recess. The
school campus is always silent yet vibrant, making us realize
that the children who cannot hear live in a different but equally
rich world. Regardless of whether one has disability or not,
what is important for the growth of a child? What does a truly
diverse society look like? The program poses many important
questions.

NHK制作局 ディレクター

作品内容

Content

東京にあるろう学校を舞
台に、１年に渡る子どもた
ちの成長を描いたドキュ
メンタリー。長年、日本の

Prize Presenter プレゼンター

Yu Sasaki

Partnerships and Advocacy Specialist
UNICEF Tokyo Office
佐々木 佑
UNICEF東京事務所 コミュニケーション専門官

多くのろう学校では、子ど
もたちを社会に適応させることを理由に、手話を禁止し、発音練習や
口の形を読み取る訓練が主流だった。しかしこの学校では、手話を子
どもたちの母語と位置づけ、子どもたちの考える力や表現力、自尊心
を育んでいる。子どもたちは目を輝かせながら手話で詩を朗読したり、
仲間同士で冗談を言いあったり、校内は静かなのにもかかわらず、常
ににぎやかだ。そこには、耳が聞こえる人たちとは異なる、豊かな世
界が広がっている。障害のあるなしに関わらず、子どもの成長に必要
なものとは何か？

本当に多様な社会とはどんな社会か？

番組はい

くつもの問いを投げかける。

制作者コメント

村井 晶子

「今回の番組では、人々の常識を覆したい！」なんだかちょっと偉そ

Producer’s Comments

Akiko Murai

Setting out to overturn people’s
everyday assumptions sounds
very ambitious but this was what
we talked about in the production
team before starting the coverage.
We meant assumptions such as the
ones that people who can’t hear are handicapped, or disabled
people are to be pitied. We wanted to show people who think
this way the utterly joyful children of the Meisei Gakuen
School for the Deaf. Everyone at this school talks using sign
language and the children aren’t handicapped in the slightest.
If people think children such as these are handicapped, then
that is a social construct. I will be delighted if this program
can convey something of this realization.

うですが、取材を始める前に制作チームで話し合った目標です。「耳が
聞こえないのは不自由」
「障害者はかわいそう」。そう感じている人たち
に、明晴学園の底抜けに明るい子どもたちの姿を見てもらいたかった
のです。みんなが手話で話す学園で、子どもたちには不自由はありま
せん。むしろ彼らが不自由さを感じるとしたら、それは社会が作り出
しているもの。番組を通して、そんなことが少しでも伝わったのなら、
とてもうれしく思います。

審査講評

シビライ・ボズデミール

東京のとある特別な学校には、音による話し言葉は存在しませんが、
小さな手がたくさんの言葉を紡ぎます。先生と子どもたちの間では手
話が独自の地位を確立しています。『静かで、にぎやかな世界』で私た
ちが体感するのは、ナレーションなしで音楽も最小限に抑えられた静
かな環境です。子どもたちが聴覚の障害をどのように受け入れ、それ
ぞれの能力をどのように自覚していくかが描かれています。
このドキュメンタリーが持つ力強さに、審査委員は大いに感銘を受

Jury Comments

Sevilay Bozdemir

At a special school which has no spoken language in Tokyo;
small hands weave together a lot of words. Sign language has
its own flow here among teachers and children. In A World
of Boisterous Silence, we experience the silent environment
without narration and with a minimum music. We see how
they embrace their deafness and how they become aware their
abilities.
The jury was so impressed by the strength of the
documentary that it encourages people to consider what true
social diversity means. A World of Boisterous Silence deserves
the UNICEF Prize with its excellent work that promotes
understanding of the lives of children in difficult situations.

けました。本当の意味での社会の多様性とは何なのか。視聴者は考え
を巡らせることでしょう。困難な状況下にある子どもの生活について
の理解を促す優
れた作品であ
り、ユニセフ賞
を受けるにふさ
わしい番組で
す。
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Prize Winners［受賞企画］
Proposal Pitch［新規企画］

The Best Proposal［最優秀賞］

The Hoso Bunka Foundation Prize
放送文化基金賞

Pumzi & Vuyo

Recipient 受賞者

Nic Buchanan

Pixcomm [South Africa]

Producer / Manager
Pixcomm
ニック・ブキャナン

パムジとブヨ
ピクスコム［南アフリカ］

ピクスコム
プロデューサー／マネージャー

Prize Presenter プレゼンター

Junichi Hamada

Proposal

Lead by a penguin and a vulture, two animals on the
endangered list, the program aims to teach preschool children
about the importance of conservation. Pumzi is a fun loving
and playful penguin, while Vuyo is a clever and precocious
vulture. The two contrasting characters have fun playing
African music as they learn about various environmental
problems. By using animal characters, the program aims to
engage children living in urban areas to take interest in issues
surrounding nature.

President
perspective to encourage
Hoso Bunka Foundation
behavioural change in
濱田 純一
放送文化基金 理事長
kids and understand the
environments within
which the poorer communities live and clearly explains the
social backgrounds of the target audience.

企画内容
ケープペンギンとハゲタカという、絶滅危惧種である２種類の鳥を
主人公とした、幼児向けの環境教育番組。ペンギンのパムジはお茶目
で元気、一方ハゲタカのブヨは賢くて大人っぽい性格で、１本のバオ

Producer’s Comments

Nic Buchanan

Pumzi & Vuyo is a children’s show
around two endangered bird species, the
African Penguin and Hooded Vulture,
who will educate Africans on the
importance of their environment. This
includes larger issues such as global
warming as well as the smaller impacts our daily actions have
on living things around us. The JAPAN PRIZE and Hoso
Bunka Foundation offers a fantastic opportunity to allow us
to create the pilot episode and establish a relationship with
broadcasters, that otherwise would not have been possible.
With a potential audience of 500 million youth in Africa, this
Prize will have a huge impact on the next generation and their
actions. We are immensely grateful.

バブの樹に一緒に住んでいる。この対象的な２羽が主人公となり、ア
フリカの音楽も交えつつ、環境問題を楽しみながら学んでいく。動物
のキャラクターを用いることで、自然と触れ合う機会のほとんどない
都市部の子どもたちの中に、環境への関心を育てていく企画である。

制作者コメント

ニック・ブキャナン

『パムジとブヨ』は、ケープペンギンとハゲタカという、絶滅が危惧
されている２種類の鳥が主人公の子ども向け番組です。２羽の鳥が環
境の重要性をアフリカの子どもたちに教えます。地球の温暖化といっ
た大きな課題から、日々の行動が身の回りの生き物にどのような影響
を与えるか、というトピックまで取り上げます。「日本賞」と放送文化
基金に与えていただいた素晴らしい機会により、パイロット版を制作
でき、放送局との関係を構築できます。今回の受賞がなければ実現で
きませんでした。アフリカで暮らす５億人の子どもが視聴者として見
込まれます。この賞は、次世代の若者たち、そして彼らの行動に大き
な影響をもたらすでしょう。非常にありがたいことだと思っています。

Jury Comments

Glynis Beukes-Kapa

This wonderful children’s program uses animation, and
real live characters, children and combine it with music,
specifically surrounding issues of conservation. The program
teaches kids problem solving skills and critical thinking,
especially around the issue of climate change and conservation.
Adults sometimes believe that children are not capable
of understanding the threats of climate change, but through
the production of Pumzi, the penguin and Vuyo, the vulture,
they teach children that the environment they live in is not
only impacting an isolated area. That whatever you do to
the environment in which you live ultimately effects other
people in a positive or negative way. The characters are well
developed and impart their message about habitats, not just
through the animated characters, but also use music and
children to interact and teach each other to look after the
planet.
The skills transfer and training aspect of young producers, is
another plus point in the production of this program. The fact
that the program speaks about global issues, but from an African
30
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審査講評

グリニス・ビアケス・カパ

アニメーションと実写の子どもたちが登場する、音楽を交えた楽し
い子ども向け番組です。特に自然保護に関する身近な問題を取り上げ
ています。番組が育もうとしているのは、問題解決能力と論理的思考で、
なかでも気候変動や環境保全関連が重要なテーマです。
子どもには温暖化の脅威を理解できない、と大人は考えがちです。
ところがペンギンのパムジとハゲタカのブヨが、環境がもたらす影響
は子どもたちが暮らす地域だけにとどまらないと教えます。自分が暮
らす土地で環境に対して何かをすれば、それは最終的に、良し悪し問
わずほかの人々にも及ぶのです。しっかりと作り上げられたキャラク
ターが、生息地についてのメッセージを伝えます。メッセージはアニ
メのキャラクターを通してだけでなく、音楽を介しても届けられ、子
どもたち同士で交流して地球を大切にしようと教え合うことができま
す。
この番組制作には、若い制作者たちに技術を伝授しトレーニングで
きるというもうひとつの利点があります。アフリカの視点に立ってい
ますが、地球規模の問題がテーマです。子どもたちに行動を変えるよう、
より貧しい地域の環境を理解するよう促し、ターゲットとなる視聴者
の社会的背景を明確に説明しているのです。

Prize Winners［受賞企画］
Proposal Pitch［新規企画］

Excellent Proposal［優秀賞］

The National Federation of UNESCO Associations in Japan Prize
日本ユネスコ協会連盟賞

Young African Farmers

Mediaset Africa Communications (MAC) [Kenya]

アフリカに若い農家を

メディアセット・アフリカ・コミュニケーションズ（MAC）
［ケニア］

Recipient 受賞者

Oluoch Ouma

Chief Executive Officer
Mediaset Africa Communications
オルオチ・オウマ

メディアセット・アフリカ・コミュニケーションズ
CEO

Prize Presenter プレゼンター

Yuji Suzuki

Director-General
National Federation of
UNESCO Associations in Japan
鈴木 佑司

Proposal

In Africa, unemployment rate among young people with
academic degrees are on the rise. Meanwhile, African farmers
are growing older with the average age now reaching 60 years
old. In order to find solutions to these problems, the program
will follow three young African farmers in their twenties and
thirties who have succeeded in the business of agriculture.
What farming techniques are they using? How much money
do they make? The objective is to inspire young people to go
into agriculture thereby contributing to the increase of food
production.

日本ユネスコ協会連盟 理事長

企画内容
高学歴でも就職することができない若者たちが増加している一方で、
アフリカの農家の平均年齢は60歳と高齢化が進んでいる。この状況を
打開するため、実際に成功している20代から30代の３人の若い農家を
取材し、どんな人物がどのような農法で成功し、どのくらいの収入を
得ているのかを伝える番組を制作。農業に取り組む若者を増やし、食
料の増産につなげていこうという企画である。

制作者コメント

オルオチ・オウマ

高学歴の若者は、良い仕事と明るい未来を期待しますが、残念なが

Producer’s Comments

Oluoch Ouma

The youth are earning great degrees
with the hope of getting a better future
with big jobs that unfortunately never
come. Food security is a constant threat
with average farmers being 60 years.
Young African Farmers is a show whose
aim is to persuade the youth to consider agriculture as a means
of livelihood thus create employment and food at the same
time. Our intention is to convince one person at a time to this
course through the power of media.
It’s thus such a great honor to receive the prize for
educational media to go and make this show happen. We
are not only deeply humbled for the recognition but also
encouraged by the confidence that the National Federation of
UNESCO Associations in Japan and whole JAPAN PRIZE
team has in this project that will help inspire and tackle real
issues that affect our country. Thank you so much.

らその通りにはなりません。一方、農業従事者の平均年齢は60歳で、
食糧の確保は常に脅かされています。『アフリカに若い農家を』の目的
は、生活手段としての農業を若者に考えてもらうことです。そうすれ
ば職と食糧を同時に創出できます。メディアの力を活用して、ひとり
でも多くの人に農業という道を選択してもらうこと、それが私たちの
狙いです。
教育メディアに番組制作実現の機会を与えてくれる日本ユネスコ協
会連盟賞を受賞できたのは、大変な名誉です。企画が評価されたこと
を光栄に思うと同時に、日本ユネスコ協会連盟と「日本賞」のチームが、
このプロジェクトを信じてくれたことは大きな励みとなりました。私
の国に差し迫る問題に取り組むきっかけとなります。ありがとうござ
いました。

審査講評

グリニス・ビアケス・カパ

国の発展、特に経済的成長に関して言えば、教育が重要な役割を果
たします。このドキュメンタリー形式のシリーズ番組は、ケニアにお
ける失業と貧困の打開を目指しています。番組が若者に伝えたいのは、
大学の学位だけが経済的な苦境を乗り越える手段ではない、というこ
と。農業は若者に職をもたらす実行可能な手段であり、さらには食糧

Jury Comments

Glynis Beukes-Kapa

Education plays a key role in any country’s development,
especially economically. With this documentary style series the
programme sets out to overcome unemployment and poverty
in Kenya. The program aims to share with young people
that a university degree is not the only way to overcome
your economic hardships but, that farming (agriculture) is a
viable vehicle to keep young adults employed and secondly
important to feed the nation and thirdly teach important skills.
The current hardships experienced by young adults are not
only endemic to Kenya, but transcend cultures, borders and
economic levels to ensure a new insight to collaborative work.
It creates a network of ideas that can give a global solution to
the eradication of poverty.

を確保でき、そして有用な技能を習得できるのです。若者が直面して
いる窮状はケニアに限ったことではありません。文化や国境、経済水
準を超えて、共同作業に対する新しい見識を確かなものにします。そ
してアイデアのネットワークが構築されれば、貧困根絶に向けた世界
規模の解決策へとつながります。
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新規企画ファイナリスト紹介
John Hernandez

Wally’s Wheels

<Colombia>
Director
ZincoTools Entertainment

ウォリーの車椅子
Isn’t it fun when your dog is the one
taking you for a walk? Whenever Wally
takes his shepherd dog Motta out for a
ride, it takes the opportunity to escape
and play hide and seek… or so Wally
believes! While Motta is out dealing
with “the bad guys”, Wally and his two
friends are using Wally’s wheelchair and
their imagination to explore the world
around them.

少年ウォリーがシェ

パードのモッタを散歩に連れて出かけるたび
に、モッタは逃げ出して「かくれんぼ」をす
る…と少なくともウォリーは思っています！
モッタが “悪者” と対峙している間、ウォリー
と彼の２人の友人は、ウォリーの車椅子と想像
力を駆使して彼らのまわりの世界を探索しま
す。

Kristoffer Brugada
<Philippines>
Co-Producer
Lolo’s Boy Productions

戦争と子ども ～移動学級の記録～

JAPAN PRIZE 2019

＜フィリピン＞
ロロズ・ボーイ・プロダクションズ
プロデューサー

過激派により占拠されていたフィリピン・マ
スト教のボランティア団体が避難した家族に救
いの手を差し伸べました。イスラム教とキリス
ト教という壁を越え、双方が一致団結して武装
紛争地域に移動学校を運営する姿を描きます。

Sonja Savić Vezmar

<Serbia>
Content Development Manager
Radio Television of Vojvodina

火には火を ゲームにはゲームを
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クリストファー・ブルガダ

ラウィ市への軍による包囲攻撃の２年後、キリ

Fight fire with fire
If the teenage population lost its
ability to focus on something for more
than 50 seconds by being in world of
virtual reality for too long, and if their
connection to the virtual world is high
on their list of priorities, then that same
virtual world is a possible tool that we
could use to eliminate the unwanted
consequences that have appeared in their
lifestyle. This film monitors the game
development process and teenagers
giving advice to the developers.

＜コロンビア＞
ジンコトゥールス・エンタテイメント
ディレクター

犬があなたを散歩に連れて行くとしたら、面
白いと思いませんか？

A War on Children
Tw o y e a r s a f t e r t h e P h i l i p p i n e
government forces clashed on ISIS local
armed group in Marawi City, a group of
Christian volunteers reached out to the
displaced families of the city. It was a
unique sight to behold, because religious
tensions were set aside as Muslims and
Christians join forces to provide education
by initiating a mobile school for the
displaced children in armed conflict.

ジョン・ヘルナンデス

バーチャルな世界に生きる10代の若者は、
ひとつのことに50秒以上は集中できなくなっ
ていると言われます。バーチャルな世界とのつ
ながりが生活の中での優先順位を占めている
のです。もしそうなら、同じバーチャルな世界
を望ましくない影響を排除する目的にも使え
るのではないでしょうか？

ゲームの開発過

程を描くとともに、10代の若者がゲームの開
発者たちにアドバイスを与えていく中で、その
方法を探ります。

ソニア・サビッチ・ヴェズマール

＜セルビア＞
ヴォイヴォディナ公共メディア（RTV)
コンテンツ開発マネージャー
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企画部門
ファイナリスト研修
The final examination in the Proposal
Division is a presentation in front
of the jurors. The five finalists also
delivered their presentations to each
other in a training session beforehand.
This provided them with a stimulating
opportunity to view their proposals
directly through others’ eyes, pick up
ideas from each other, and make the
last-minute adjustments for their formal
presentations. The session was led by
NHK Enterprises Executive Producer
Yoko Imai, a seasoned expert on how
to pitch proposals for the international
market.
企画部門の最終審査は審査委員の前で行う
プレゼンテーション。本番を前に５人のファ
イナリストは「研修」に参加した。それぞれ
が用意してきたプレゼンを披露しあう。「人

Instructor

前で話してみて客観的になれた」「ほかの国

Yoko Imai

の企画に刺激を受けた」と、直前まで修正を

今井 陽子

行い審査に臨んだ。講師は、海外のマーケッ

Executive Producer, Co-productions
Production Headquarters, International Programs Unit
NHK Enterprises, Inc.

トやピッチングセッションに精通したNHK
エンタープライズの今井陽子エグゼクティブ

NHKエンタープライズ 制作本部 国際番組
エグゼクティブプロデューサー

プロデューサー。
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企画部門
プレゼンテーション審査
Ten minutes were allowed for each
presentation followed by ten minutes
of questions. The key was to convey
the proposal’s worth to the jurors in
that limited amount of time. The event
was held at the JICA Global Plaza and
attracted an audience of members of
the general public who share a strong
interest in international cooperation.
Monetary prizes were awarded to
produce programs based on the Best
Proposal and one Excellent Proposal.

てはならない。会場である
JICA地球ひろばには、国際
協力に関心の高い一般客も
訪れた。最優秀賞、優秀賞
には賞金が贈られ、それを
もとに企画を実現する。

それぞれの持ち時間はプレゼンテーション
10分、質疑応答が10分。この限られた時間
内に企画に込めた思いを審査委員に伝えなく

JAPAN PRIZE 2019

33

Sessions & Screenings
セッション＆上映会
Events were held in conjunction with the judging in the period 5–7 November.
There were screenings of the JAPAN PRIZE entries,
as well as discussions on common global issues that were raised in these productions,
such as diversity, environmental protection, and sustainable development goals.
The screenings conveyed the allure of entries. At these occasions,
jurors involved in the preliminary selection shared their thoughts about this year’s trends and the judging,
and also shared their views with the producers who were in Japan.
11月５日〜７日の３日間、本審査と並行してイベントを実施した。
「日本賞」に寄せられる作品に映し出される世界共通の課題、
「多様性」
「環境保護」
「持続可能な開発目標
（SDGs）」をテーマに議論を行うほか、エントリー作品の上映会を実施した。
上映会では一次審査委員が今年の傾向や審査で感じたことを披露。
来日した制作者とも意見を交わし、作品の魅力を伝えた。
The sessions on 6–7 November made use of UDTalk, voice recognition and text transcribing software chiefly designed for people with hearing difficulties.
It instantly comprehends audio and displays transcriptions in Japanese, as well as English translations.
６日、７日のセッションでは主に聴覚障害者の理解を助ける音声認識文字通訳ソフトUDトークを導入した。音声を瞬時に聞き取り、日本語と同時に英訳も表示する。

Nov.

5

(Tue)

Venue

SHIBUYA CAST.

渋谷キャスト

Opening Session

PBS Kids & NHK Children’s Program “The Power of Characters”
オープニングセッション

PBS Kids×NHK子ども番組『パワー・オブ・キャラクター』

The session was on children’s programs. It
began with a keynote address by Lesli Rotenberg,
who heads the children-oriented platforms at the
US Public Broadcasting Service. Ms. Rotenberg
spoke on how characters are key to getting
children drawn into a program. Characters must
be role models, trustworthy guides, and heroes
that children can look up to. Drawing on examples
from PBS Kids productions, Ms. Rotenberg
described strategies for getting messages across
to children, and how characters can show children
that they possess infinite possibilities. Masakazu
Sato, a senior producer of NHK, who has been
involved in numerous children’s programs and
shared his experiences. He mentioned how
the characters appearing in programs, be they
animated, costumed, or child actors, can make
even incredible storylines seem convincing to
children and readily convey the desired messages.
In the subsequent question and answer
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section, Mr. Sato mentioned how there is frequent
uncertainty about what educational programs
should teach children in light of an increasingly
unpredictable future. He said programs are
now consequently striving to instill a manner of
observation and thinking for diverse matters that
Speakers

Lesli Rotenberg レスリー・ローテンバーグ

Chief Programming Executive and General Manager
Children’s Media and Education
PBS

公共放送サービス（PBS）
ゼネラルマネージャー（子ども向けメディア・教育）

Masakazu Sato 佐藤 正和
Senior Producer, NHK

NHK制作局 チーフプロデューサー

Moderator
Mai Sasayama 笹山 麻衣

Senior Producer, NHK Educational Corporation

NHKエデュケーショナル シニアプロデューサー

can focus on everything. Ms. Rotenberg very much
concurred with this, saying that there is a common
perception around the globe of the growing need
to impart in children an ability for flexibility and
dialogue.

じて、
「キャラクターを通してなら奇想天外な設定も

子ども番組について考えるこのセッションは、アメ

ているのか以前より見えにくくなっている。その中で

も番組を手掛けてきた佐藤正和CPが登壇。アニメ、
着ぐるみ、子役など番組に登場したキャラクターを通
すんなり飲み込める。届けたいメッセージも伝わりや
すい」と経験を披露した。
つづく質疑応答では佐藤CPが「どんな未来が待っ

リカの公共放送PBSで子ども向けプラットフォームを

教育番組は子どもたちに何を教えるべき

指揮するレスリー・ローテンバーグ氏の基調講演から

なのか、迷うことが多い。だから今はあ

始まった。子どもたちを番組に夢中にさせるには？

らゆることに向き合える多様なものの見

ローテンバーグ氏は「キャラクター」がそのカギにな

方、考え方を身に着けられるような番組

る、と語った。キャラクターの必要条件はロールモデ

を心掛けている」と語るとローテンバー

ルであり、信頼できるガイドであり、かつ憧れのヒー

グ氏も「それは世界共通の感覚だと思い

ローであること。PBS Kidsの作品を例にキャラクター

ます。柔軟性や対話する力を子どもたち

を通じて「子どもたちには無限の可能性があるという

に教えることがますます重要になってい

ことを伝えたい」と語った。NHKからは数多くの子ど

ます」と大きくうなずいた。

Screening of Finalists' Works

Pre-school Division

幼児向け部門ファイナリスト作品上映会

This was a screening of a selection of the
finalists and discussions with the producers.
The moderator was NHK program director Liu
Yangfan, who took part in the preliminary
selection of entries.

一次審査委員を務めたNHK劉揚帆ディレクター
をモデレーターに、ファイナリスト作品を抜粋し
て上映。来場した制作者を交えて会場とディス
カッションを行った。

Moderator
Liu Yangfan 劉 揚帆

Program Director, NHK

NHK制作局 ディレクター

Digital Media Division

Overview of the Entries and Screenings
デジタルメディア部門作品紹介

Following the judging the of presentations in
the Digital Media Division, Rob McLaughlin of
Canada, who headed the jurors involved in the
preliminary selection, and fellow juror Takashi
Katsume, who is a program director at NHK,
discerned this year’s trends. Mr. McLaughlin
mentioned the conspicuous use of social media.
Although social media can isolate people, he said
it can also show solutions for a range of issues.
Looking back, Mr. Katsume mentioned that the
judging was made rather arduous by the diversity
of the entries, in terms of platforms, methods of
portrayal, and budgets.
デジタルメディア部門のプレゼンテーション審査
のあと、一次審査委員のリーダー、ロブ・ミクロー
クリン氏（カナダ）とNHKから一次審査に参加した勝
目卓ディレクターが、今年のエントリー作品の傾向
を読み解いた。「ソーシャルメディアの活用が特に

際立っていた。ソーシャルメディアは人間の孤立化
を進める一方で、さまざまな課題への解決策を提示
する存在でもある」とミクロークリン氏。プラット
フォームも表現方法も、また予算規模も多様なエン
トリー作品を比較し審査するのは至難の業だった、
と勝目ディレクターとともに振り返った。

Speakers

Rob McLaughlin ロブ・ミクロークリン

Executive Producer, Digital Content and Strategy
National Film Board of Canada

カナダ国立映画製作庁 エグゼクティブプロデューサー

Takashi Katsume 勝目 卓
Program Director, NHK

NHK制作局 ディレクター

Moderator
Hisashi Matsuse 松瀬 尚

Senior Producer, NHK Educational Corporation

NHKエデュケーショナル シニアプロデューサー

JAPAN PRIZE 2019

35

Nov.

6

(Wed)

Venue

JICA Global Plaza

Supported by JICA 後援：JICA

JICA地球ひろば

Screening of 2018 Best Proposal Winner
2018年最優秀企画・放送文化基金賞受賞作品

Following the judging of the presentations in
the Proposal Division, there was screening that
afternoon of the entry that won previous year’s prize
for best proposal (Hoso Bunka Foundation Prize).
A 40-minute documentary set in the
southeastern Mexican state of Chiapas, which is
home to twelve indigenous communities. It follows
youngsters who have organized a hip-hop festival
in effort to stop their peers from taking their lives
in the face of poverty and discrimination.
The producer Elke Franke was again in Japan
to talk about this work. Ms. Franke said she
initially intended to focus
Life (produced by Vientos Culturales A.C. of Mexico)
on a single protagonist Eric
『命 ～自殺を止めるために～』
（メキシコ・ビエントス・カルチュラーレス制作）
Gonzales, but ended up with
a whole cast of characters
when her attention was also
drawn to Eric’s friends. The
aim was to get society in
general to think about these
impoverished youngsters
putting their heart and soul
into rapping and dancing.

Screening of Finalists' Works

完成上映会
Speaker

Elke Franke エルケ・フランケ
Producer, Vientos Culturales A.C.

ビエントス・カルチュラーレス プロデューサー

Interviewer

Yoko Imai 今井 陽子

Executive Producer, NHK Enterprises, Inc.

NHKエンタープライズ エグゼクティブプロデューサー

企画部門プレゼンテーション審査のあと、前年の
放送文化基金賞受賞作品の完成上映会を行った。
メキシコ南東部のチアパス州には12の少数民族が
暮らしているが、差別や貧困のため自殺する若者が
後を絶たない。現状を打開しようと、
ヒップホップフェ
スティバルを企画した若者たちを追う40分のドキュ
メンタリー。
当初、一人の主人公エリック・ゴンザレスを追う
企画だったが、制作の過程で彼の仲間たちを含めた
群像劇に変わった。何も持たない若者たちが振り絞
るように見せるラップとダンスで、彼らの存在を世に
問いたかった、とフランケ氏は語った。

Primary Division

児童向け部門ファイナリスト作品上映会

This was a screening of a selection of works of
the finalists in this division and discussions with
the producers. The speaker was NHK program
director Hiroaki Narimatsu.

Speaker

Hiroaki Narimatsu 成松 弘明
Program Director, NHK

NHK制作局 ディレクター

Moderator
一次審査委員を務めたNHK成松弘明ディレクター
をスピーカーに、ファイナリスト作品を抜粋して上
映。来場した制作者を交えて会場とディスカッション
を行った。

36

JAPAN PRIZE 2019

Hiroshi Mochizuki 望月 欧州

Senior Producer, NHK Educational Corporation

NHKエデュケーショナル シニアプロデューサー

SDGs Focus Session
セッション “SDGs（エス・ディー・ジーズ）” フォーカス

SDGs stands for Sustainable Development
Goals, the 17 targets for the year 2030 set by
the 193 member countries of the United Nations.
Most of these goals, from the eradication of
poverty to the global provision of safe water
and toilets, and peace and justice for all, have
strong overlap with the themes of educational
content. The session saw screenings of programs
on environmental and peace-related themes and
discussions with the producers about these SDGs.
A Sri Lankan producer planned a TV program
about contaminated water for family viewing at
the New Year. A German producer made a drama
series set in the World War II to give the target
child audience a gripping story to enjoy, and
also utilized links with other platforms, including
YouTube. The questions of which content, how

much, and how to convey it are universal
questions for producers of children’s programs
everywhere. The guest speaker, Glynis BeukesKapa, observed that the children will all have
to address these issues as they grow up and
the media, too, have now reached an important
turning point. She insisted these issues now have
to be discussed and solutions must be found.
SDGsとは国連加盟国193か国が2030年末までに
達成をめざす17の「持続可能な開発目標（SDGs）」。
「貧困をなくそう」
「安全な水とトイレを世界中に」
「平
和と公正をすべての人に」など、その多くは教育コン
テンツが伝えようとするテーマと重なる。このセッ
ションでは今年のエントリー作品を上映し、SDGs
のそれぞれの目標と絡めて、制作者と意見交換した。
スリランカの制作者は水の汚染の状況を知り、それ
を伝えるために家族がテレビをみる正月向けの番組
を企画したという。第二次世界大戦を舞台にしたド

Speaker

ラマシリーズを制作したドイツのプロデューサーは
「ターゲットとなる子どもに届くようストーリーを工

Glynis Beukes-Kapa グリニス・ビアケス・カパ
Executive Producer
Namibian Broadcasting Corporation

夫するとともに、ユーチューブなどあらゆるプラッ
トフォームで接点を作っている」と話した。子ども

ナミビア放送協会
エグゼクティブプロデューサー

を視聴対象とする場合、何をどこまで、どう伝える

Moderator

かという点は世界共通の課題のようだ。ビアケス・
カパ氏は、「メディアは次のステップに進むべき時期

Ai Shibata 柴田 愛

に来ている。議論をして解決策を探していかなくて

Senior Producer
NHK (Japan Broadcasting Corporation)

はならない」と締めくくった。

NHK制作局 チーフプロデューサー

Diversity Focus Session
セッション “ダイバーシティー” フォーカス

Th e J A PA N P R I Z E e v e r y y e a r a t t r a c t s
numerous entries dealing with diversity. This
session focused on Employable Me (winner of
the 2018 Governor of Tokyo Prize) and Jane
my rainbow family , which was a finalist in
this year’s JAPAN PRIZE. There was comment
from juror Ade Rawcliffe, who is the Head of
Diversity at Britain’s ITV, where she is responsible
for diversity both on and off the screen. She
mentioned how ITV ensures that people with
disabilities and people from sexual minorities
are depicted in or otherwise able to take part in
mainstream programs and their production. Ms.
Rawcliffe said with so much choice available via
video on demand, and suchlike, nobody wants to
look at programs that do not reflect them. Gon
Matsunaka mentioned how after watching Jane
my rainbow family , that he wished that such

Venue

SHIBUYA CAST.

Speakers

Ade Rawcliffe アディー・ロウクリフ

Head of Diversity, ITV Commissioning, ITV

ITV ダイバーシティー責任者／コミッショニング

Gon Matsunaka 松中 権

President, Certified NPO good aging yells

認定NPO法人 グッド・エイジング・エールズ代表

Moderator
Mayuko Hori 堀 真由子

Senior Manager, Work-Style Reforming Division
Human Resources Department, NHK
NHK人事局 働き方改革推進室 副部長

programs could be produced in Japan. He said it
depicted not only diversity among individuals, but
also the diversity of family arrangements. There
was consensus that the decision-making process
at TV stations has tended to be conservative
about the actual realities. There was talk about
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how depicting social diversity on the
screen could provide television with
pointers on how to survive tough
competition. A teenager posed an
unexpected question, asking how she
and others at her school might get
teachers to show concern for those
pupils who do not wish to wear the
school uniform. Ms. Rawcliffe replied
that change does not always come
quickly, but that is important for people to keep
voicing their concerns. Mr. Matsunaka touched
on the experience he had of watching First
Day* , a finalist in JAPAN PRIZE 2018, and how
visual productions can get across the feelings
of the persons concerned in a flash, mentioning
that school teachers should also have more
opportunities to see such productions.

のダイバーシティー責任者として、画面の中と制作

*First Day . An Australian-produced drama about
the first day of school for a transgender girl
known as Hannah.

い。どうすれば聞く耳を持ってもらえますか？」ロ

「日本賞」には「多様性」を問う作品が毎年、数多

見た経験を踏まえ、「映像作品を通じて当事者の気持

く寄せられる。その中から2018年の東京都知事賞受

ちを一瞬にして理解できることがある。先生たちに

賞作品『わたしたちのシューカツ大作戦』と、2019

もそういう作品に触れる機会が増えるとよいのでは」

年のファイナリスト作品『レインボーファミリー』

と語った。

を題材にトークセッションを行った。本審査委員の

※『最初の日』トランスジェンダーの少女ハナーが心の性
である女の子として学校に行く最初の日を描いたオース
トラリアのドラマ。

側にも多様性を実現する任務に当たっている。番組
とその制作現場において、障害者、LGBT当事者らが
出演者または制作者として参加できる環境を整える
ことだという。
「VODなど数多くの選択肢がある中で、
自分自身が反映されていない番組は、だれも見たい
と思わない」とロウクリフ氏。LGBTの当事者であり
認定NPO法人を率いる松中氏は『レインボーファミ
リー』の視聴後、「こういう番組が日本でも出てくる
といいなと思いながら見ました。個人の多様性では
なく家族の在り方の多様性も描かれている」と語っ
た。実は現実よりもテレビ局の意思決定プロセスの
方が保守的なのでは？という点で意見が一致。社会
の多様性をどうやって画面の中に反映させるか、過
酷な競争の中でテレビが生き残るヒントがそこにあ
るかも、と話し合った。会場からは高校生から意外
な質問が。「私の高校で、制服のスカートを着たくな
いと言っている子がいるが先生は取り合ってくれな
ウクリフ氏は「変化はすぐには起こせないかもしれ
ないが、声を上げ続けることが大事」と回答。松中
氏は2018年のファイナリスト作品『最初の日』※ を

一人でもあるアディー・ロウクリフ氏はイギリスITV

Nov.

7

(Thu)

Venue

SHIBUYA CAST.

Prix Italia Session
イタリア賞セッション

イタリア賞×日本賞

Established in 1948 and run by the
Radiotelevisione Italiana (RAI), the Prix Italia is
believed to be the oldest and most authoritative
program competition around the globe. Karina
Laterza, the Secretary General of the Prix Italia,
also served as a juror for the 2019 JAPAN PRIZE.
The Prix Italia and the JAPAN PRIZE have much
in common; each year they select and provide
recognition to outstanding works contributing to
the development of the media. This session saw
Ms. Laterza and Mizuto Tanaka, the Secretary
General of the JAPAN PRIZE, share their views on
what the Prix Italia is aiming for in the awarding
of prizes, issues for the future, and so on.
The Prix Italia was launched after the World
War II, the first such community in Europe, at the
urging of RAI, which was still known as Radio
Audizioni Italiane. Since then it has embraced
other platforms, such as television and the
internet. Ms. Laterza says the significance of the
Prix Italia lies in giving widespread recognition
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Speakers

Karina Laterza カリーナ・ラテルザ
Secretary General of Prix Italia (RAI)
イタリア賞事務局長（RAI）

Mizuto Tanaka 田中 瑞人

Secretary General of JAPAN PRIZE, NHK
日本賞事務局長（NHK）

Moderator
Setsuko Koizumi 小泉 世津子

Senior Advisor, Media Learning Division
NHK Educational Corporation

NHKエデュケーショナル 教育部 特別業務主幹

to outstanding productions.
NHK program director, Keisuke Hosokawa,
who served in September 2019 as a juror in
the Prix Italia’s Web Factual Division, joined in
the discussion, describing the controversy over
whether to award the prize for that division to
a production providing news via Instagram. In
their discussions, the jurors ultimately decided
that the award should go ahead, recognizing

that the production was a reflection of 2019. Ms.
Laterza summed up by saying that the Prix Italia
and the JAPAN PRIZE have a common mission
to create touchpoints with society, communities,
and the younger generation through the debate
generated by the entries.

成された初のコミュニティーで、当時はラジオ放
送局であったイタリア放送協会の呼びかけで立ち上
がった。以来、テレビ、ウェブへと対象を広げている。
「すぐれた作品を広く知らしめることがイタリア賞の
意義」と語るラテルザ氏。
2019年９月のイタリア賞でWeb Factual部門の審
査委員を務めたNHKの細川啓介ディ

1948年 創 設 の イ タ リ ア 賞 は イ タ リ ア 放 送 協 会

レクターも議論に加わり、インスタグ

（RAI）が主催する、世界で最も歴史と権威があると言

ラムでニュースを伝える作品に賞を

われる番組コンクール。その事務局長であるカリー

贈るか否かで葛藤した経験を話した。

ナ・ラテルザ氏は2019年「日本賞」の本審査委員を

最終的に審査委員同士の話し合いで、

務めた。毎年優れた作品を選び出し、顕彰すること

2019年を反映する作品であることを

でメディアの発展に貢献するという点では「日本賞」

評価し、同作が受賞した。ラテルザ氏

との共通点が多いイタリア賞。受賞作品を通してイ

は「作品から議論が生まれ、社会・地

タリア賞が目指すもの、将来に向けての課題など、

域・若い世代とのタッチポイントを作

事務局長同士のトークセッションで意見交換した。

ることはイタリア賞、「日本賞」の共

イタリア賞は第二次世界大戦後、ヨーロッパで形

通の使命」とまとめた。

At the Prix Italia 2019, A World of Boisterous Silence by NHK received the Signis Special Prize for
programs contributing to human dignity.
2019年のイタリア賞で、NHK制作『静かで、にぎやかな世界』が、人間の尊厳を高めることに貢献した
番組に贈られるシグニス特別賞を受賞。

Screening of Finalists' Works

Youth Division

青少年向け部門ファイナリスト作品上映会
Speakers

This was a screening of the finalists and
discussions with the producers. The speakers
were Tshilidzi Davhana of the South African
Broadcasting Corporation (SABC), who served as
a juror in the preliminary selection of entries, and
NHK senior producer, Yuri Sudo.

Tshilidzi Davhana チリジ・ダバナ

Commissioning Editor
South African Broadcasting Corporation

南アフリカ放送協会 コミッショニングエディター

Yuri Sudo 須藤 祐理
Senior Producer, NHK

NHK制作局 チーフプロデューサー

Moderator

一次審査委員を務めたチリジ・ダバナ氏（南アフリ
カ・SABC）とNHK須藤祐理チーフプロデューサーを

Hideo Takayama 高山 英男

スピーカーに、ファイナリスト作品を抜粋して上映。

Senior Producer, NHK Educational Corporation

NHKエデュケーショナル シニアプロデューサー

来場した制作者を交えて会場とディスカッションを
行った。

Screening of Finalists' Works

Lifelong Learning Division

一般向け部門ファイナリスト作品上映会

This was a screening of the finalists and
discussions with the producers. The speakers
were Will Pedigo of Nashville Public Television,
who headed the jurors in the preliminary
selection of entries, and NHK senior producer,
Shuichi Mano.
一次審査委員リーダーのウィル・ペディゴ氏（アメ
リカ・ナッシュビル公共放送）とNHK真野修一チーフ
プロデューサーをスピーカーに、ファイナリスト作

Speakers

Will Pedigo ウィル・ペディゴ

Executive Producer, Nashville Public Television

ナッシュビル公共放送 エグゼクティブプロデューサー

Shuichi Mano 真野 修一
Senior Producer, NHK

NHK制作局 チーフプロデューサー

Moderator
Hideo Takayama 高山 英男

Senior Producer, NHK Educational Corporation

NHKエデュケーショナル シニアプロデューサー

品を抜粋して上映。来場した制作者を交えて会場と
ディスカッションを行った。
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Outline of the JAPN PRIZE 2019
2019年「日本賞」の概要

Schedule 2019
• Apr. 15–Jun. 30
• Sept. 9

		
• Nov. 1–8
Nov. 1
Nov. 1–6
Nov. 5
		
Nov. 6
		
Nov. 5–7
		
Nov. 8

Application period for entries
Results of the Preliminary Selection
Participant registration opens
JAPAN PRIZE 2019
Contest begins, Opening Reception
Jurors’ screenings and deliberations
Digital Media Division
—Final Presentations
Proposal Pitch
—Final Presentations
Theme-based sessions, public screenings
and other events
Awards Ceremony, Reception

Number of Participants
• Total

number 943 Participants from 30 countries and regions
• Jurors
12 Jurors from 12 countries and regions
• Sessions & Screenings
691 Participants from 30 countries and regions
• Awards Ceremony
235 Participants from 26 countries and regions
• Reception
252 Participants from 26 countries and regions

Outreach Activities
JAPAN PRIZE Theatre Night, screenings of past prize winners
and seminars were also held with guest speakers from various
fields prior to this year’s JAPAN PRIZE contest, producing lively
exchanges of views between a wide range of people united by
their interest in education.
Roppongi Academy Hills (Apr. 22, Jul. 10, Sept. 18)
JICA Global Plaza (Oct.11)
Sapporo International Short Film Festival (Oct. 19)
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年間スケジュール
• ４月 15日
（月）
～６月30日
（日） エントリー受付
• ９月 ９日
（月）

一次審査結果発表
参加者登録受付開始

• 11月 １日
（金）
～８日
（金）

コンクール期間

１日
（金）

審査、開会レセプション

２日
（土）
～６日
（水）

審査

５日
（火）

デジタルメディア部門
プレゼンテーション審査

６日
（水）

新規企画プレゼンテーション審査

５日
（火）
～７日
（木）

テーマ別セッション
作品上映 ほか

８日
（金）

授賞式、受賞者パーティー

コンクール参加者数
• 会期中参加者

30か国・地域 943人

• 審査委員

12か国・地域 12人

• セッション・上映会

30か国・地域 691人

• 授賞式

26か国・地域 235人

• 受賞者パーティー

26か国・地域 252人

その他の日本賞広報活動
様々な分野のゲストスピーカーを迎え、
「日本賞」作品上映会、
トークセッションを開催しました。
「教育」に関心をもつ多くの
方々ご参加いただき、活発な意見交換をすることができました。
４月22日
（月） 六本木アカデミーヒルズ
７月10日
（水） 六本木アカデミーヒルズ
９月18日
（水） 六本木アカデミーヒルズ
10月11日
（金） JICA地球ひろば
10月19日
（土） 札幌国際短編映画祭

Number of Entries by Country/Region
国・地域別エントリー数

Entry
作品数

Country/Region／国・地域

Asia
アジア

Oceania
オセアニア
Middle East
中東

Europe
ヨーロッパ

Afghanistan

アフガニスタン

2

Bangladesh

バングラデシュ

10

China

中国

India
Indonesia
Japan

日本

Myanmar

ミャンマー

6

Pakistan

パキスタン

3

Philippines

フィリピン

Republic of Korea

韓国

Singapore

シンガポール

Sri Lanka

スリランカ

Taiwan

台湾

14

Thailand

タイ

10

Timor-Leste

東ティモール

1

Vietnam

ベトナム

5

Australia

オーストラリア

6

Iran

イラン

2

Israel

イスラエル

4

Turkey

トルコ

1

Belgium

ベルギー

2

Czech Republic

チェコ

5

Denmark

デンマーク

4

Finland

フィンランド

4

France

フランス

Georgia

ジョージア

Germany

ドイツ

Entry
作品数

Country/Region／国・地域
Ireland

アイルランド

1

Italy

イタリア

4

7

Kosovo

コソボ

1

インド

6

Netherlands

オランダ

インドネシア

5

Norway

ノルウェー

8

Romania

ルーマニア

2

Russia

ロシア

2

Serbia

セルビア

2

7

Slovenia

スロベニア

1

5

Sweden

スウェーデン

4

1

Switzerland

スイス

4

9

Ukraine

ウクライナ

2

United Kingdom

イギリス

8

Botswana

ボツワナ

1

Ghana

ガーナ

1

Kenya

ケニア

3

Malawi

マラウイ

South Africa

南アフリカ

10

カナダ

16

20

12

Europe
ヨーロッパ

Africa
アフリカ

North America Canada
北米
United States

South &
Central
America
中南米

2
17

アメリカ

10

1

7

Argentina

アルゼンチン

Brazil

ブラジル

4

Chile

チリ

1

Colombia

コロンビア

6

Cuba

キューバ

2

Ecuador

エクアドル

4

Mexico

メキシコ

2

Total／合計

54の国と地域

11

288

Number of Entries by Division
部門別エントリー数

Audiovisual
Works
コンテンツ
作品

計

Website/Games/Application Softwares/
Cross-media contents
ウェブサイト、ゲーム、
アプリケーションソフトウェア、
クロスメディアコンテンツ

TV programs/Films/Videos *including webcasts
テレビ番組、映画、ビデオ（オンライン配信を含む）

Total
総数

Pre-school
幼児向け部門

Primary
児童向け部門

Youth
青少年向け部門

Lifelong Learning
一般向け部門

Digital Media
デジタルメディア部門

37

63

53

64

32

249

Proposal
Pitch
新規企画

Children
子ども向け

Teens
10代向け

Adults
大人向け

Total
総数

計

8

10

21

39

Grand Total Number of Entries
エントリー総数
JAPAN PRIZE 2019

288
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List of Entries
Audiovisual Works

エントリー作品一覧《コンテンツ作品》
★★ Grand Prix Japan Prize／グランプリ日本賞
★ The Best Work／最優秀作品 ◎ Special Prize／特別賞作品
● Runner-up／優秀作品 ■ Finalist／一次審査通過作品

The following list is from the original entry forms.
以下のリストには、エントリーフォームの情報をそのまま記載しています。

Country/Region

● Argentina

Entering Organization

Title

Media

Channel Encuentro

CLOROPHILIA THE THIRST OF PLANTS

Youth

TV

Channel Encuentro

NUTS FOR PHILOSOPHY THE WORDS

Lifelong Learning

TV

Girovant

NO CRAMA II BERNARDA ALBA

Lifelong Learning

TV

Digital Media

Cross-media

Primary

TV

Goverment of San Luis, Ministry of Education of
Juana and Pascual
the Province of San Luis
Manada de dos producciones

Si solo Si (inclusive television)
- Second Season

National Comission of Popular Libraries

"Popular libraries: one place, all worlds"
Lifelong Learning
Girls and boys in popular libraries.

TV

Pakapaka

Heads on the clouds
How much does a cloud weigh?

Pre-school

TV

Pakapaka

SUBMARINE MYSTERIES AT THE END OF
THE WORLD Humpback whales

Primary

TV

Rosebud Digifilms

Born in writing 2 The cousins

Lifelong Learning

TV

Ruda Producciones S.A.

SELF SUSTAINABLE AGROECOLOGY

Lifelong Learning

TV

Zoomin Contenidos

Sounds Hunter Sounds Hunter Salta

Primary

TV

Gristmill

The Inbestigators
The Case of the Spoiled Sports Day

Primary

TV

Media Stockade

Power Meri

Youth

Film

Northern Pictures

Hardball Too Many Cooks

Primary

TV

Queensland University of Technology

Merge Cube Augmented Reality
application

Digital Media

App. Software

Smith&Nasht

The Kingdom
- How Fungi Made Our World

Lifelong Learning

TV

steam craft edu inc

Planeteers Education Edition

Digital Media

App. Software

Asian Television Network News

Learn

Primary

TV

Bangladesh Television

Mitigate menstrual miseries through
schools

Youth

TV

Radio Television Belge de la Communcaute
Culturelle Francaise

Blessed Breasts

Lifelong Learning

TV

Radio Television Belge de la Communcaute
Culturelle Francaise

In painters' eyes

Youth

TV

Botswana

Tamsam Multimedia

CLEVER RABBITS A Happy day

Pre-school

TV

Brazil

Gravidade Zero

Lets Defeat the Monster Bullying

Primary

TV

Olivas Filmes

Hunt #01

Youth

TV

StoryMax

Inventeca

Digital Media

App. Software

★

■
Australia

Bangladesh
■
Belgium
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Division

JAPAN PRIZE 2019

DIVISION

MEDIA

Country/Region

Entering Organization

Pre-school／幼児向け
Primary／児童向け
Youth／青少年向け
Lifelong Learning／一般向け
Digital Media／デジタルメディア
TV／テレビ
Video／ビデオ作品
Film／映画
Website／ウェブサイト
Web Game／ウェブゲーム
Console Game／独立型ゲーム
Game App.／ゲームアプリ
App. Software／アプリケーションソフトウェア
Cross-media／クロスメディア

Title

Division

Media

TV Escola

Listening to the silence

Pre-school

TV

Animiki See Digital Production Inc.

First Contact The Journey Begins

Lifelong Learning

TV

Apartment 11 Productions

Finding Stuff Out Fear

Primary

TV

Apartment 11 Productions

Raven's Quest Chyyah

Pre-school

TV

Canadian Broadcasting Corporation/
Societe Radio-Canada

CBC Kids News

Digital Media

Website

Canadian Broadcasting Corporation/
Societe Radio-Canada

Little Lights, Hope Works

Primary

TV

Flying Cloud Productions Inc.

Letter from Masanjia

Lifelong Learning

Film

marblemedia

Holy Baloney Why is the Ocean Salty?

Youth

Video

marblemedia

Super Mighty Makers Fantastic Flexi Fish

Primary

TV

National Film Board of Canada

1999 (Wish You Were Here)

Youth

Film

■

National Film Board of Canada

Ocean School

Digital Media

Website

■

Portfolio Entertainment Inc.

The Cat In The Hat Knows A Lot About
That! -Season 3
Mind Changing Fun/Curious Minds

Pre-school

TV

■

Productions Avenida Inc.

Jenny My moon

Youth

TV

Productions du 13e

Quick and Slow
The shattered mirror and the spinning orange
painting

Primary

TV

Sinking Ship Entertainment

Dino Dana
A Dino Never Forgets and Claw and Order

Pre-school

TV

Sinking Ship Entertainment

Odd Squad English

Primary

TV

Canada

Souleado Entertainment

The Nature of Invention

Lifelong Learning

TV

Chile

Zumbastico Studios

Paper Port Season 2 The Lives of Others

Primary

TV

China

FZ Entertainment Co., Ltd.

CoNaBLUE Lizard and Scorpions

Pre-school

TV

Phoenix Satellite Television Company Limited

Julia’s trip to China

Lifelong Learning

TV

Phoenix Satellite Television Company Limited

Life Education Passing on the Torch of
Life

Youth

TV

Phoenix Satellite Television Company Limited

Preschool Special Education

Pre-school

TV

Radio Television Hong Kong

Hong Kong Connection:
A 40 years' Record

Digital Media

Cross-media

Radio Television Hong Kong

My Way Free Rein

Youth

TV

Radio Television Hong Kong

Siblings2
A Second Chance for No-good Produce

Primary

TV

Brazil
■ Canada

■

■

■

■
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List of Entries
Audiovisual Works

エントリー作品一覧《コンテンツ作品》

Country/Region

Entering Organization

Title

Division

Media

2inventive

Cienciheroes Bee Explorers

Primary

TV

Corporacion Cantoalegre

Let's play! Coffee farm

Primary

TV

Estudio Maranacos

Jane & CatBlanket Grandpa's Teacher

Pre-school

TV

Senal Colombia - RTVC

Chambi and Max Animal Shelter
Safe relationships between cats and humans

Primary

TV

TELEPACIFICO

The Children of My Region Papachina

Primary

TV

TELEMAYABEQUE

Double Clic Friends of nature

Youth

TV

TELEMAYABEQUE

The music The music

Primary

Film

At Seven by the Horse

Youth

TV

Czech Television

Heard the Sheep

Digital Media

Cross-media

Czech Television

Little Stars Jan

Pre-school

TV

Czech Television

Terka's Animal World 5.th episode

Primary

TV

Czech Television

Uakari, Humboldt's Lost Monkey

Lifelong Learning

TV

■ Denmark

Danmarks Radio

Open and close Sleep over

Pre-school

TV

■

Danmarks Radio

The Big Divorce Show
The Story of Frida - Two Homes

Primary

TV

Danmarks Radio

The Mini Song Contest

Digital Media

Cross-media

made in copenhagen

The Stranger

Lifelong Learning

Film

Alamo Cine

Zoe

Primary

Film

AylluRecords

Child

Lifelong Learning

Film

Universidad de las Americas

Bichejos Fast and Fungus

Pre-school

TV

Finnish Broadcasting Company

Kosmos – The Universe in Five Minutes
How Large is the Universe?

Lifelong Learning

Video

Finnish Broadcasting Company

Paradise

Digital Media

Cross-media

Finnish Broadcasting Company

Some deep story All against one

Youth

Video

Finnish Broadcasting Company

Super Helpers Plastic

Primary

TV

Accidental Queens

Alt-Frequencies

Digital Media

Game App.

Babel Doc

Prescribing Death

Lifelong Learning

TV

Dandelooo

The birdhouse stories

Pre-school

Film

Dandelooo

The treehouse stories The lie

Primary

TV

ICTV

In the Dark in Crete

Lifelong Learning

Film

ICTV

My Mother the Tobacco Grower

Youth

Film

JAVA FILMS

Breakpoint:
A Counter History of Progress

Lifelong Learning

Film

JAVA FILMS

Daraya: A Library Under Bombs

Youth

TV

Colombia

Cuba

Czech Republic Czech Television

Ecuador

■ Finland

■

France

■

●

44

JAPAN PRIZE 2019

Country/Region

● France

Entering Organization

Title

Division

Media

La Générale de Production

Accused #2 : Walter Sisulu

Lifelong Learning

Film

monello productions

Max and Maestro
Sometimes sad and sometimes cheerfull

Primary

TV

Premieres Lignes Television

A PLASTIC SURGERY :
COCA-COLA'S HIDDEN SECRET'S

Lifelong Learning

TV

Troisieme Oeil Productions

STORIES OF LOVE

Lifelong Learning

TV

Georgian Public Broadcaster

Bookshelf

Youth

TV

Georgian Public Broadcaster

Simple Logic

Digital Media

Game App.

AG Animationsfilm

Iktamuli

Youth

Film

Bayerischer Rundfunk

Checker Tobi The Sport with Handicap-Check Primary

TV

Bayerischer Rundfunk

CheXperiment
Floar five Seconds over the ground

Youth

TV

BROADVIEW TV GmbH

Resistance Fighters - The Global
Antibiotics Crisis

Lifelong Learning

TV

Fermer Film

Jane my rainbow family

Primary

TV

Hessischer Rundfunk

Look into my world
Mika and his 1000 songs

Primary

TV

Interactive Media Foundation gGmbH

Das Totale Tanz Theater
- A Virtual Reality Dance Experience for
Man and Machine

Digital Media

Game App.

KiKA-Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Meet... Friedrich Schiller

Primary

TV

■

KiKA-Der Kinderkanal von ARD und ZDF

I am ME Jona bakes Bread

Pre-school

TV

■

LOOKS Film & TV Produktionen GmbH

Kids of Courage Anton

Primary

TV

Norddeutscher Rundfunk

The fairytale of the rainmaiden

Primary

TV

Sudwestrundfunk

Look into my World
The Girl with the long Hair

Primary

TV

Zweites Deutsches Fernsehen

Anya and Seryosha

Youth

TV

Zweites Deutsches Fernsehen

Digiclash: Two Generations Face-Off n/a

Primary

TV

Zweites Deutsches Fernsehen

History 360°

Digital Media

Cross-media

Zweites Deutsches Fernsehen

Klump - King of the Gulls

Pre-school

TV

Zweites Deutsches Fernsehen

The New Silk Road From China to Pakistan

Lifelong Learning

TV

Ghana

National Film and Television Institute

The spiritual spouse

Lifelong Learning

Film

India

CHINH

DHAULI

Lifelong Learning

Film

CHINH

DHONSIYA (BULLY)

Youth

Video

CHINH

Listen to kids

Primary

Video

CHINH

Simmi

Pre-school

Video

Doordarshan India

The Golden Thread

Lifelong Learning

Film

Georgia

Germany

●

●

●
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List of Entries
Audiovisual Works

エントリー作品一覧《コンテンツ作品》

Country/Region

Indonesia

Iran
■ Ireland

Entering Organization

Title

Division

Media

Eagle Institute Indonesia

A Dream Between The Wave

Youth

TV

Eagle Institute Indonesia

Scattered The Seeds On Asmats Mud

Lifelong Learning

TV

Lifelong Learning

Film

Islamic Republic of Iran Broadcasting University Tunnel
JAM Media

Becca's Bunch Wishing Stone

Pre-school

TV

Garbaim

Wikiepdia Pages Dramatized by Socks
Lidya Litvak

Lifelong Learning

Video

Israel Public Broadcasting Corporation

SAVING ANIMALS Hedgehogs

Primary

TV

Israeli Public Broadcasting Corporation

BENEATH THE SKIN All About Babies

Youth

TV

Israeli Public Broadcasting Corporation

MAYBE AN ELEPHANT Family Portrait

Pre-school

TV

Radiotelevisione Italiana

Jams Ep. 2

Primary

TV

Radiotelevisione Italiana

Open Bracket

Lifelong Learning

TV

Radiotelevisione Italiana

The Swan Company

Youth

TV

Rainbow SpA

44 Cats A dog as a friend

Pre-school

TV

A-image Co., Ltd.

BUCCHI

Pre-school

Video

Aomori Broadcasting Corporation

NNN DOCUMENT'18 Dead Dog Flowers

Youth

TV

Benesse Corporation

Shimajiro: A World of WOW! Living

Pre-school

TV

Chubu-Nippon Broadcasting Co., Ltd.

"SHIKAKE"
~Ideas that Trigger Behavioral Change~

Lifelong Learning

TV

Digika Co., Ltd.

SoroTouch

Digital Media

App. Software

dot.school

"The Rise of Olympism - Tokyo Olympics
Digital Media
1964-2020" by 21st Century dot.school

Website

Ehime Broadcasting Co., Ltd.

Two Para Swimming Rivals: Same Age,
Same Name, Same Dream

Youth

TV

Hanamaru Lab Inc.

Think!Think!

Digital Media

App. Software

Japan Broadcasting Corporation

A World of Boisterous Silence

Lifelong Learning

TV

Japan Broadcasting Corporation

Bodypedia Baby

Primary

TV

◎

Japan Broadcasting Corporation

FACES ~How I survived being bullied~

Digital Media

Website

■

Japan Broadcasting Corporation

My Notebooks:
Seven Years of Tiny Great Adventures

Youth

TV

●

Japan Broadcasting Corporation

Q - PHILOSOPHY FOR CHILDREN Why is It Embarrassing to Be Naked?

Pre-school

TV

Mie Television Broadcasting Co., Ltd

Treasures of the Land of the Rising Sun...
Ideas and thoughts handed down from the Lifelong Learning
Age of Heisei to Reiwa

TV

Ministry of the Environment

Save our mother earth!
Our Promise to Earth

Primary

Video

Ministry of the Environment

Save our mother earth! The Future is Ours

Youth

Video

Israel

■
Italy
■

Japan

●

■

◎
●

■
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Country/Region

Entering Organization

Title

Division

Media

NHK Educational Corporation

Shokuiku-no-jikan+

Digital Media

Website

Shizuoka Broadcasting System

Trap Master Kunio Katagiri and His
Secrets to the Finest Gibier

Lifelong Learning

TV

Shizuoka Telecasting Co., Ltd.

Ii-chan's White Cane

Lifelong Learning

Film

USAGIMARU LLC.

Two Pasts Towards Tomorrow

Lifelong Learning

Film

Kenya

Nation Broadcasting Division

Teens with Kids

Youth

TV

Mexico

Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano

THOUGHTS ON ART
MARINA ABRAMOVIC: COMMUNICATE LIFE

Lifelong Learning

TV

Television Metropolitana, S.A. de C.V.

Our Musical Adventure special program

Youth

TV

Burma Broadcasting Service

Parallel rages of mountain

Youth

TV

Myanma Radio and Television

The Light

Youth

TV

Myanmar International TV (Myanmar Radio
and Television)

Adorn with the Bloom of Education

Lifelong Learning

TV

Myanmar International TV (Myanmar Radio
and Television)

Precious Lotus in the Bog

Primary

TV

&ranj

Take 5

Digital Media

Game App.

Evangelische Omroep

Between life and death

Lifelong Learning

TV

■

JaJa Film Productions

Streetkids United 3
- The Road To Moscow

Youth

Film

■

KRO-NCRV

Grandad, Gran and me Tobi

Pre-school

TV

KRO-NCRV

This is me Noor

Primary

TV

NTR

Hi mum, bye dad Jens and Mats

Primary

TV

NTR

Vincent van Gogh

Digital Media

Website

VPRO

#followme
The dark economy behind your timeline

Digital Media

Cross-media

War Child Holland - Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn

Digital Media

Game App.

Zodiak Nederland

GHB Unravelled Small Town Drama

Lifelong Learning

TV

Norwegian Broadcasting Corporation

Come Along

Primary

TV

■

Norwegian Broadcasting Corporation

House of Mechanics Lever

Pre-school

TV

★

Norwegian Broadcasting Corporation

Like♡Me

Digital Media

Website

■

Norwegian Broadcasting Corporation

The Body
When do you get boobs and your period?

Lifelong Learning

Video

■

Norwegian Broadcasting Corporation

Unique Rie's facial surgery

Youth

TV

■

Nuten Film AS

Bike Bird

Youth

Film

■

Spark

King of Gulset
The King, Kollmyr and Class seperation

Youth

TV

■

Tordenfilm AS

ZombieLars (Season 2) The Election

Primary

TV

Japan

Myanmar

Netherlands

■

■

Norway
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List of Entries
Audiovisual Works

エントリー作品一覧《コンテンツ作品》

Country/Region

Entering Organization

Title

Division

Media

GMA Network

Front Row: Pasan
(On My Brother's Shoulders)

Pre-school

TV

GMA Network

Kapuso Mo, Jessica Soho (One at Heart
with Jessica Soho): Salay

Primary

TV

GMA Network

Reel Time - Fearless

Youth

TV

GMA Network

The Atom Araullo Specials: Bird Hunt

Lifelong Learning

TV

Vim Yapan / Alem Chua Productions

Liway

Youth

Film

Bigfish Media

Solar Flare, Narangcheok!

Primary

TV

Educational Broadcasting System

Adventures of the four siblings
Things you can see when you love something

Primary

TV

★

Educational Broadcasting System

Humanity4.0 Can we be immortal?

Lifelong Learning

TV

★

Educational Broadcasting System

MUSIC IN THE BOX Finding Sound

Pre-school

TV

Korean Broadcasting System

KBS Special <Oops, we forgot your
Lifelong Learning
order> Episode 1: My first time with dementia

TV

Romanian Television

ROMANIAN FILES
A LIFE MEASURED IN KILOMETRES

Lifelong Learning

TV

Romanian Television

Romanian Files
Calvary at the end of the village

Youth

TV

CTC Media

Kid-E-Cats The Mysterious Cake Chomper

Pre-school

TV

Festagent

CubicCat About the Stars and the Sun

Pre-school

TV

Radio Television of Serbia

Swing

Primary

TV

Singapore

Brainchild Pictures Pte Ltd

The Wayang Kids

Primary

Film

Slovenia

RTV Slovenija

In a Nutshell Smart Cities

Lifelong Learning

TV

South Africa

Impilo Life

1000 Lives Marlon Moodley

Lifelong Learning

TV

Pixcomm

Jabu's Jungle Baboon

Pre-school

TV

South African Broadcasting Corporation

Life Begins After Coffee epsiode 5

Lifelong Learning

TV

South African Broadcasting Corporation

S29 YOTV LIVE BLUE COUCH YES

Youth

TV

South African Broadcasting Corporation

SABC Education Virtual Academy (SEVA)

Digital Media

Website

South African Broadcasting Corporation

The Epic Hangout Punctuation

Pre-school

TV

South African Broadcasting Corporation

Words And Numbers Series 8 Episode 25

Primary

TV

Thinking Strings Media

Buddha in Africa

Youth

Film

Ya-Yebo-Yes

Geleza Nathi Life Sciences

Youth

TV

Sri Lanka Rupavahini Corporation

AMAZING SCHOOL

Lifelong Learning

TV

Sri Lanka Rupavahini Corporation

NEVER ALONE EVER ON EARTH

Youth

TV

Sri Lanka Rupavahini Corporation

Water Cart

Primary

TV

Philippines

Republic of
Korea

Romania

Russia

■ Serbia

★
★

Sri Lanka

■
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Country/Region

Entering Organization

Title

Division

Media

Sri Lanka

TV Derana

Lion Rock
(The legend of a glorious kingdom)

Lifelong Learning

TV

Sweden

ProfitGames

Profit Games and Simulations

Digital Media

Website

Swedish Educational Broadcasting Company

Life In The Land of Maths
Halves - divided by 2

Primary

TV

Swedish Educational Broadcasting Company

Superkids Liam

Lifelong Learning

TV

Swedish Educational Broadcasting Company

Thank God I am Homo Gaydar

Youth

TV

Radio Television Suisse

One planet
Revelation of the Carbon Footprint

Lifelong Learning

TV

Swiss Radio and Television

Ask Fred How does Wikipedia work?

Primary

Video

Swiss Radio and Television

Blind Flying Jerusalem

Lifelong Learning

TV

Swiss Radio and Television

Bytes/Pieces Password-Security

Youth

Video

Hakka Television Station

3 Days without parents and 3C products
Primary
Octopus News

TV

Hakka Television Station

Sing Along, Kids!

Lifelong Learning

TV

Hakka Television Station

Volunteer "Eye" Trainee Volunteer Trainee

Youth

TV

National Sun Yat-sen University

IT Superhero
Youth
Guarding of Southern border- Dongsha Islands

TV

Taiwan Indigenous Television

Dapin: Footprints in Taiwan

Lifelong Learning

TV

Taiwan Indigenous Television

Kakudan Time Machine
The Culture of Sharing

Youth

TV

Taiwan Indigenous Television

Tahu Life Season 2 Grandma

Primary

TV

Taiwan Indigenous Television

THE ADVENTURE OF YUMIN AND YUMA

Pre-school

TV

Taiwan Public Television Service Foundation

Bearstar and Earth 2:
Truth and Lies-The Sharpshooter

Primary

TV

Taiwan Public Television Service Foundation

I Love Everything Square

Pre-school

TV

Taiwan Public Television Service Foundation

Inside the Arts: The conservators of the
Emperors’ treasure

Lifelong Learning

TV

Taiwan Public Television Service Foundation

On Children + KIDZ

Digital Media

Cross-media

Taiwan Public Television Service Foundation

The Wonders of Museums

Youth

TV

Primary

TV

■

■
Switzerland

■

Taiwan

■

Tzu Chi Culture and Communication Foundation The Kid’s News Room
Thailand

Be Amazing Edutainment Co., Ltd.

Survival Kids What if we fall into

Primary

Video

Pa-Yai Creation Co., Ltd.

Good Kid, Great Heart
One Baht extends Life

Lifelong Learning

Video

Thai Public Broadcasting Service

Don't Panic
Alternative Energy, Reduce Global Warming

Youth

TV

Thai Public Broadcasting Service

Kid Rangers Haunted Boat

Primary

TV
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List of Entries
Audiovisual Works

エントリー作品一覧《コンテンツ作品》

Country/Region

Entering Organization

Title

Division

Media

Thai Public Broadcasting Service

Tham Luang Documentary - Lost - Find Found - Survive - Strive EP.04 - Strive

Lifelong Learning

TV

Thai Public Broadcasting Service

Trans-skip By Backpack Journalist

Digital Media

Cross-media

Thai Public Broadcasting Service

Young Scientist The Caterpillar

Pre-school

TV

True Corporation Plc

True Little Monk: The International
Dhamma Reality Documentary.
True Little Monk

Primary

TV

Timor-Leste

Services for the Health in Asian and African
Regions (SHARE)

Why "School health" is important?Promote school health

Lifelong Learning

Video

Turkey

Turkish Radio and Television

PIRIL STORY OF ZERO

Primary

TV

Ukraine

Public Broadcasting Company of Ukraine

Together Fedir Romanov

Lifelong Learning

TV

United
Kingdom

Blakeway North

My Life: I Will Survive

Youth

TV

British Broadcasting Corporation

Karate Cats

Digital Media

Web Game

Metfilm Sales

School in the Cloud

Lifelong Learning

Film

Mosaic Films

My Troubled Mind: Stories About
Teenage Mental Health Ryan's Story

Youth

Video

MTV Staying Alive Foundation

MTV SHUGA - DOWN SOUTH 2

Lifelong Learning

TV

Objective Media Group Scotland

Last Commanders Alas Vaygus!

Primary

TV

True North Productions

The Pets Factor Episode 2

Primary

TV

■

Yakka Dee Ltd

Yakka Dee! Hair

Pre-school

TV

■ United States

Rosalia Films, Inc.

Seats at the Table

Lifelong Learning

Film

Sesame Workshop

Sisimpur

Pre-school

TV

Third Sector New England

Lakou Kajou: Lili & Tilou's Adventures
Patrimwan: Haitian Landmarks

Pre-school

TV

Three Frame Media

Unlikely

Lifelong Learning

Film

Tinybop Inc.

The Everything Machine

Digital Media

App. Software

University of Illinois

Reel Midwest The Gun Shop

Lifelong Learning

TV

Wilderness Films

Moving Stories

Youth

Film

Vietnam Television

Brothers

Primary

TV

Vietnam Television

Do you feel what I see?

Lifelong Learning

TV

Vietnam Television

I love Vietnam Sea

Youth

TV

Vietnam Television

Vietnamese Fairy Tale Tich Chu

Pre-school

TV

Thailand

■

■

■

■ Vietnam
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List of Entries

TARGET

Proposal Pitch

エントリー企画一覧《新規企画》

Children (up to 12 years old)／子ども向け（０〜12歳）
Teens (12 to 18 years old)／青少年向け（12～18歳）
Adults (over 18 years old)／成人向け（18歳以上）

★★ The Best Proposal／最優秀企画
★ Excellent Proposal／優秀企画
■ Finalist／一次審査通過企画

The following list is from the original entry forms.
以下のリストには、エントリーフォームの情報をそのまま記載しています。

Country/Region

Entering Organization

Title

Target

Genre

Academy of art and cinematic education

The Pines don’t die!

Adults

Documentary

Karora Production

Create Parents' Relationships with
Teachers

Adults

Documentary

Adamant Studios

Let There Be Light

Adults

Documentary

Aguan Society

The Wall of Humanity

Adults

Documentary

Asian Television Network News

Dream

Teens

Documentary

Bangladesh Television

Meena's Journey on Rivers

Children

puppetry /puppet show

Dhrupad Communication - Media for
Education and Development

Love Trees Secure Lives

Teens

Documentary

Dhrupad Communication - Media for
Education and Development

Never Say No to Life (Aporajita)

Adults

Documentary

Machizo Multimedia Communication

Adivasi Girls

Teens

Documentary

SHOPNOMOY

A Promise

Teens

Documentary

ZincoTools Entertainment

Wally's Wheels

Children

Animation

Ecuador

TAMIYA MEDIA

NO MORE IN ECUADOR

Adults

Documentary

India

Leoarts Communication

Spandan the vibrating visuals

Teens

Documentary

Indonesia

Lembaga Penyiaran Public TVRI

Good People Doesn't Waste Money

Adults

Documentary

PT Media Inti Televisi Nusantara

FACE OF PLASTIC

Adults

Documentary

PT Media Inti Televisi Nusantara

Life of Child Marriage

Teens

Documentary

Iran

ladybirdco

Unhealthy

Children

Animation

Kenya

Buni Media

Children Of The Earth

Children

Puppetry Animation

Mediaset Africa Communications

Young African Farmers

Adults

Short Features

Kosovo

Values for Better Future

Exploring the heart of Kosovo

Teens

Documentary

Malawi

Reign Media

Expressed Deaf Poetry Competition

Teens

Studio Show

Myanmar

DVB Multimedia Group

Teens o'clock

Teens

Magazine Style TV Program

National Races Channel

The loving deaf mute photographer

Adults

Drama

Pakistan Television Corporation

MAGIC BOOK

Children

Drama

Pakistan Television Corporation

Nothing Is Impossible

Adults

Studio Show

Pakistan Television Corporation

SECURE YOUR LIVES. BY DIGITAL
PRECAUTIONS.

Teens

Studio Show

Knowledge Channel Foundation, Inc.

Instilling Values and Discipline to
the Young Filipinos

Children

Animation

■

Lolo's Boy Productions

A War on Children

Adults

Documentary

■ Serbia

Radio Television of Vojvodina

Fight fire with fire

Teens

Docudrama

★
South Africa
★

Pixcomm

Pumzi & Vuyo

Children

Combining animation and live action

TV Derana

Colorful World

Adults

Drama

President's Meida Division

The Cancer Bus

Adults

Documentary

Sri Lanka Rupavahini Corporation

A treasure from garbage hill

Children

Documentary

Sri Lanka Rupavahini Corporation

Color of Love

Adults

Documentary

Sri Lanka Rupavahini Corporation

Water Drops

Teens

Documentary

Thailand

Thai Public Broadcasting Service

We Teach Who We Are

Adults

Documentary

Thai Public Broadcasting Service

Young Marine Conservationist

Teens

Documentary

Ukraine

UATV THE INTERNATIONAL
BROADCASTING MULTIMEDIA PLATFORM
OF UKRAINE

Think big

Adults

Documentary

Vietnam

National Education Channel, VTV7

The stories of the absentminded
God

Children

Animation

Afghanistan

Bangladesh

■ Colombia

★

Pakistan

Philippines

Sri Lanka
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The Grand Prix Winners
(1965–2018)

1965

1st 第1回
●

THE CALENDAR OF NATURE: Once Upon A Time
▲

Finnish Broadcasting Company (YLE)
<Finland>
39’40”

歴代グランプリ作品（1965〜2018）

自然のカレンダー
～むかし むかし～
▲

フィンランド放送協会
＜フィンランド＞

1966

1971
1967

2nd 第2回
●

CHILDREN’S WORLD: Striving for Independence

3rd 第3回
●

THIS WOMAN IS YOU: Woman and Work
Universidad Católica de Chile (TELEDUC)
<Chile>
27’00”

▲

幼児の世界
～反抗～

テレビ婦人学級
～婦人と職業～



▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
30’00”

1968

▲

チリ・カトリック大学テレビ
＜チリ＞

▲

 本放送協会
日
＜日本＞

1969

4th 第4回
●

SCENE: Last Bus

5th 第5回
●

NEW MATHEMATICS: One-to-One Correspondence

あるシーン
～最終バス～

新しい数学
～対応～

B

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
15’00”

▲

ritish Broadcasting Corporation (BBC)
<United Kingdom>
28’45”

1970

▲

 本放送協会
日
＜日本＞

▲

イギリス放送協会
＜イギリス＞

1971

6th 第6回
●

THE LIFE OF OUR INSECTS: Ant’s World

7th 第7回
●

SESAME STREET: Program 132
Children’s Television Workshop (CTW)
<United States>
58’38”

▲

▲

Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision
(SSR)
<Switzerland>
28’35”

セサミ・ストリート

昆虫の生態
～アリの世界～


▲

チルドレンズ・テレビジョン・ワークショップ
＜アメリカ＞

▲

スイス放送協会
＜スイス＞

1972

8th 第8回
●

SCIENCE CLASSROOM FOR THE 1ST GRADE, LOWER
SECONDARY SCHOOL: Twenty-One Days in the Life of an Egg

1973

9th 第9回
●

HEALTH MAGAZINE PRAXIS: Emergency Test
▲

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
<Germany>
57’44”

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
20’00”

理科教室中学校１年生
～生命－卵の21日間～

ヘルス・マガジン
～応急処置－12のテスト～

1975

1977

10th 第10回
●

DRAMA: Heil Caesar

●

BIOLOGY COURSE 1 FOR SENIOR HIGH SCHOOL
CORRESPONDENT STUDENTS: The Silkworm Miracle–Metamorphosis
▲

通信高校講座・生物
～変態とホルモン～

▲


▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
30’00”

ドラマ
～ハイル・シーザー～
イギリス放送協会
＜イギリス＞

JAPAN PRIZE 2019

11th 第11回

▲

British Broadcasting Corporation (BBC)
<United Kingdom>
28’51”
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▲

 2ドイツテレビ
第
＜ドイツ＞


▲

日本放送協会
＜日本＞

日本放送協会
＜日本＞

1979

1981

12th 第12回
●

Run, Run Little Drops

13th 第13回
●

SPACE RACE: Invitation to Outer Space
▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
59’00”

▲

Jugoslovenska Radiotelevizija/
Television Beograd
<Yugoslavia>
26’02”

水ってなあに？

人間は何をつくってきたか
～宇宙船への招待～

▲

ユーゴスラビア国営放送／ベオグラード・テレビ
＜ユーゴスラビア＞

14th 第14回
●

THE WORLD OF NUMBERS:
The Amazing Circle–Diameter and Circumference

1985

15th 第15回
●

ANIMAL PHYSIOLOGY:
Flying in Birds–An Experimental Approach
▲

T he Open University/
British Broadcasting Corporation (BBC)
<United Kingdom>
24’00”

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
16’50”


▲

1983

日本放送協会
＜日本＞

数の世界
～円周の長さ～

動物の生理
～飛ぶ鳥のメカニズム～

▲

日本放送協会
＜日本＞

16th 第16回
●

BEYOND THE MECHANICAL UNIVERSE:
The Lorentz Transformation

1989

17th 第17回
●

THE UNIVERSE WITHIN:
Protecting the Living Body–The Immune System

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
45’30”

▲

▲

T he California Institute of Technology/
The Southern California Consortium
<United States>
28’15”

▲

1987

英国国立オープン・ユニバーシティ／イギリス放送協会
＜イギリス＞

驚異の小宇宙 人体
～免疫～

メカニカルユニバース
～ローレンツ変換の話～

▲

日本放送協会
＜日本＞

▲

カリフォルニア工科大学／南カリフォルニア・コンソーシアム
＜アメリカ＞

1991

1992

18th 第18回
●

3-2-1 CONTACT EXTRA: The Rotten Truth

19th 第19回
●

STEP & JUMP SCIENCE: Motion and Speed–Inertia
▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
15’00”

▲

 hildren’s Television Workshop (CTW)
C
<United States>
30’00”

3－2－1コンタクト環境スペシャル
～ゴミの真実～

ステップ＆ジャンプ 運動と速さ
～慣性～

1993

20th 第20回
●

BEHIND THE SCENES:
Behind the Scenes with Robert Gil de Montes

1994

21st 第21回
●

CHILDREN’S GROWTH & HEALTH:
Personal Account–Love of a Brother and Sister
▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
30’00”

▲

Learning Designs/WNET Thirteen
<United States>
28’00”

▲

日本放送協会
＜日本＞

▲

チルドレンズ・テレビジョン・ワークショップ
＜アメリカ＞

芸術の生まれるとき
～ロバート・ギル・デ・モンテズ～

こどもの療育相談 シリーズ療育の記録
～姉と兄に見守られて～

1995

▲

 本放送協会
日
＜日本＞


▲

 ーニング・デザイン／WNET
ラ
＜アメリカ＞

1996

22nd 第22回
●

A School Apart

23rd 第23回
●

GOOD HEALTH: No Bullying Here
▲

Carlton UK Television (CAR UK TV)
<United Kingdom>
14’16”

▲

France 2 (F2)
<France>
55’00”

もうひとつの学校

健全な心
～いじめをやめよう～

▲

 ールトン・テレビ
カ
＜イギリス＞

▲

 ランス2
フ
＜フランス＞
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The Grand Prix Winners (1965–2018)
歴代グランプリ作品（1965〜2018）

1997

1998

24th 第24回
●

TELETUBBIES: Playing in the Rain

25th 第25回
●

ON THE EDGE OF THE ODD: Fears of the Full Moon
▲

Finnish Broadcasting Company (YLE)
<Finland>
24’00”

▲

British Broadcasting Corporation (BBC)
<United Kingdom>
24’00”

シリーズ・テレタビーズ
～あめあめふれふれ～

文学入門
～満月の恐怖 ホラーって何だろう～

1999


▲

フィンランド放送協会
＜フィンランド＞

▲

イギリス放送協会
＜イギリス＞

2000

26th 第26回
●

The Last Supper in New York

27th 第27回
●

Through a Blue Lens
National Film Board of Canada (NFB)
<Canada>
52’08”

▲

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
52’00”

ETVカルチャースペシャル
最後の晩餐ニューヨークを行く
～僕たちが挑むレオナルドの謎～

レンズのむこうの真実

▲

 ナダ国立映画制作庁
カ
＜カナダ＞

▲

日本放送協会
＜日本＞

2001

2002

28th 第28回
●

Sound and Fury

29th 第29回
●

It’s About Time
▲

Karuna Films Ltd.
<Israel>
54’00”

▲

 ublic Policy Productions/Aronson Film Associates
P
<United States>
55’41”

音のない世界で

時について考える
カルーナフィルム
＜イスラエル＞

2003

▲

▲

 ブリック・ポリシー・プロダクションズ／
パ
アロンソン・フィルム・アソシエイツ
＜アメリカ＞

2004

30th 第30回
●

CHILDREN–Full of Life: Learning to Care

31st 第31回
●

CNN Presents: Surviving Hunger
▲

Insight News Television/CNN
<United Kingdom/United States>
44’33”

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
48’30”

こども・輝けいのち
第3集 涙と笑いのハッピークラス
～4年1組 命の授業～

体験リポート飢餓との闘い
▲

 ンサイトニューステレビジョン／CNN
イ
＜イギリス／アメリカ＞

▲

 本放送協会
日
＜日本＞

2005

2006

32nd 第32回
●

My Dear Child of the Enemy

33rd 第33回
●

Braindamadj’d...Take II
▲

Apartment 11 Productions
<Canada>
50’15”

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
52’00”

NHKスペシャル“大地の子”を育てて
～中日友好楼の日々～

ブレインダメーぢ★＃□Ⅱ….
▲

 パートメント11 プロダクション
ア
＜カナダ＞

▲

 本放送協会
日
＜日本＞

2007

2008

34th 第34回
●

A Lesson In Discrimination

▲

課外授業 ようこそ先輩
みんな生きていればいい

▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
28’30”

▲

JAPAN PRIZE 2019

Tell Us About Your Life: A Light in the Darkness

特別授業 差別を知る
～カナダ ある小学校の試み～
カナダ放送協会
＜カナダ＞
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●

▲

Canadian Broadcasting Corporation
<Canada>
42’00”

35th 第35回

日本放送協会
＜日本＞

2009

2010

36th 第36回
●

What’s Your News?

37th 第37回
●

Cosmic Code Breakers: The Secrets of Prime Numbers
▲

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
<Japan>
89’00”

▲

TT Animation (TTA)
<United Kingdom>
22’00”

素数の魔力に囚われた人々
～リーマン予想・
天才たちの150年の闘い～

きみのニュースはなーに？
▲

 T アニメーション
T
＜イギリス＞

▲

2011

 本放送協会
日
＜日本＞

2012

38th 第38回
●

American Experience: Freedom Riders

39th 第39回
●

WRINKLES
▲

Perro Verde Films/Cromosoma/
Elephant in the black box
<Spain>
89’07”

▲

 GBH Educational Foundation
W
<United States>
115’00”

アメリカを振り返る
人種隔離バスへの抵抗

皺（しわ）
▲

ペッロ・ヴェルデ・フィルムズ／クロモソーマ／
エレファント・イン・ザ・ブラック・ボックス
＜スペイン＞

▲

 GBH 教育財団
W
＜アメリカ＞

2013

2014

40th 第40回
●

Cultural Shock

41st 第41回
●

Project Wild Thing
Green Lions/The BRITDOC Foundation
<United Kingdom>
79’05”

▲

▲

Z enit Arti Audiovisive/RAI Educational/2+1/Developed
with the support of the EU MEDIA Program
<Italy>
26’00”

“自然と遊ぼう！”大作戦

カルチャーショック


▲

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＞

▲

ゼニット映像制作／ RAI エデュケーショナル／2＋1／
欧州連合（EU）メディアプログラム支援作品
＜イタリア＞

2015

2016

42nd 第42回
●

Our Colonial Hangover

43rd 第43回
●

THE AMINA PROFILE
▲

esperamos/
National Film Board of Canada (NFB)
<Canada>
84’59”

▲

D
 e Familie Film & TV
<Netherlands>
56’35”

キミの心の“ブラック・ピーター”

消えたブロガー“アミナ”

2017

▲

エスペラモス／カナダ国立映画制作庁
＜カナダ＞

▲

ファミリーフィルム＆テレビ
＜オランダ＞

2018

44th 第44回
●

COAL HEAP KIDS

45th 第45回
●

My Life: Born To Vlog
▲

B
 lakeway North
<United Kingdom>
28'31"

▲

C
 hasseur d'étoiles/France Télévisions/CNC/Procirep/
Angoa/Java Films
<France>
51’28”

炭鉱の子どもたち

マイ・ライフ
ビデオブログが私の人生
ブレイクウェイ・ノース
＜イギリス＞

▲

▲

シャスール・デトワール／フランステレビジョン／CNC／
プロシレプ／アンゴワ／ジャバ・フィルム
＜フランス＞
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Afterword by the Secretary General
事務局長のことば

We would like to express our sincere gratitude to everyone
around the globe whose cooperation and participation enabled
the success of the JAPAN PRIZE 2019.
It is the tradition at the JAPAN PRIZE to devote ample time
to watching and deliberating the entries. This year was no
exception. The twelve jurors from twelve countries engaged
in lengthy and thorough discussions at the NHK Broadcasting
Center in Shibuya, Tokyo. The rapid diversification of the
media is bringing considerable changes in terms of the
platforms for accessing content and the manner in which
people do it. The judging consequently must consider the
entries from a range of different angles. We wish to express
our sincere gratitude and admiration to the jurors for the
constant enthusiasm and seriousness they displayed in this
demanding task.
The 288 entries reflect the present situation for children
and education. Many of this year’s entries portrayed the
diversity of families and the children in them. This comes
from a situation where we have widespread social acceptance
of people with disabilities, sexual minorities, and different
lifestyles. In addition, we had a number of entries offering
new methods for teaching music, mathematics, and other
fields of knowledge. The initiatives using the Internet and
smartphones to get very much involved with what youngsters
are experiencing also made an impression. We would like
to thank the broadcasters and producers who provided the
valuable entries.
The public events outside of NHK, which commenced last
year, also attracted 700 people. There were discussions with
the US Public Broadcasting Service, a joint session with the
RAI-sponsored Prix Italia, a session held in collaboration
with the Japan International Cooperation Agency (JICA) to
consider sustainable development goals, as well as discussions
on diversity held with LGBT groups. In addition, producers
from around the globe spoke at the screenings of the
outstanding entries in each division. Each of the sessions was
brimming with ideas and intellectual stimulation. Those times
gave a sense of expectation and hope for the future.
Japan is in a new era known as Reiwa. We believe that the
JAPAN PRIZE must also evolve in a major way. Our aim is
to further dialogue and collaboration with society under the
important common human theme of education, and provide a
forum that offers something worthwhile to everyone. We trust
that we may continue to rely on your generous support.

Mizuto Tanaka

Secretary General, JAPAN PRIZE

田中 瑞人

「日本賞」事務局長

今年も、「日本賞」を無事に開催することができました。ご協力ご参
加をいただいた世界各国の皆さまに、心より御礼を申し上げます。
「日本賞」では伝統的に、時間をかけた作品の視聴と、丁寧な議論を
大切にしております。今年も、12か国からの12人の審査委員の方々には、
渋谷の放送センターで長い時間を費やして徹底した議論をしていただ
きました。メディアの多様化が急速に進む中で、視聴者がコンテンツ
に接する経路や態度も大きく変化しています。その結果、審査にあたっ
てもさまざまな角度からの検討が必要になっています。根気のいるプ
ロセスに、常に前向きに真摯に取り組んでくれた審査委員の皆さまに、
心から感謝と敬意を表したいと思います。
288のエントリー作品には、いまの子どもや教育をとりまく状況が映
し出されています。今年は、障害者やLGBTなどさまざまな生き方が広
く社会的に受容されるようになってきている状況を受けて、多様な家
族のあり方や、その中で生きる子どもたちの姿を描いた作品が多く見
られました。また、音楽や数学などの知識を、新しい方法で伝えよう
とする作品も寄せられました。さらに、ネットやスマートホンを通じ
て若者たちの体験に深く関わろうとする取り組みも印象に残りました。
貴重な作品をエントリーしてくれた各放送局・制作機関の方々にも、
お礼を申し上げたいと思います。
昨年から始めたNHK外の施設での公開イベントにも、のべ700人の
方々にお越しいただきました。アメリカPBSとのディスカッションや、
RAIの主催するイタリア賞との共同セッションをはじめ、JICA様の協力
でSDGsを考えるセッションを実施したり、LGBT啓発団体の協力を得
てダイバーシティーについての議論も行いました。また各部門の優秀
作の上映会には、世界各地のプロデューサーにご登壇いただきました。
どのセッションも刺激とアイデアに満ちたもので、未来への期待と希
望を感じさせてくれる時間となりました。
令和の時代を迎え、「日本賞」も大きく進化していく必要があると考
えております。教育という人類共通の大きなテーマのもと、社会との
対話や連携をさらに深め、あらゆる人にとって価値のある場を目指し
て参ります。引き続き、皆さまの御支援を賜れれば幸いです。

Programs on the JAPAN PRIZE「日本賞」関連番組
The Winning Works from the JAPAN PRIZE 2019
• Dec. 28 (Sat), 2019, 2:00 P.M.–5:00 P.M. NHK Educational TV

Employable Me (Best Work in the Lifelong Learning Division in 2018)
• Feb. 2, 9, 16 (Sun), 2020, 2:30 P.M.–3:30 P.M. NHK Educational TV

Life (Best Proposal in 2018)
• Mar. 22 (Sun), 2020, 8:10 A.M.–8:53 A.M. (O.A. & VOD) NHK World Japan
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「まるごと見せます！世界の教育コンテンツ ～日本賞2019～」
• 放送 2019年12月28日（土）午後２時00分～５時00分［Eテレ］
「わたしたちのシューカツ大作戦」（2018年 東京都知事賞）
• 放送予定 2020年２月２日、９日、16日（日）午後２時30分～３時30分［Eテレ］
「命 ～自殺を止めるために」（2018年 放送文化基金賞）
• 放送予定 2020年３月22日（日）午前８時10分～８時53分［NHKワールドジャパン］
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参加者対応
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ロジ担当

ロジ担当

ロジ担当
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KOIZUMI

Mai
SASAYAMA

Hisashi
MATSUSE

Hiroshi
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Hideo
TAKAYAMA

小泉 世津子

笹山 麻衣

松瀬 尚

望月 欧州

高山 英男
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Session Producer

イベント
プロデューサー
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プロデューサー

Session Producer

イベント
プロデューサー

Session Producer

Session Producer
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プロデューサー
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TOMURA

Jun-ichi
SAWADA
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OSHIMA
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TOYA
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戸村 功臣

澤田 潤一

大島 純

戸谷 剛紀

成見 由紀子

Movie

公式
フェイスブック

Still

Movie

公式記録スチール
カメラ

公式記録映像

Movie

公式記録映像

Facebook

公式記録映像
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Hajime Kabutoya

ロゴ／ポスターデザイン 甲谷 一
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