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INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
Since its establishment by NHK in 1965, the JAPAN PRIZE has contributed to the
advancement of educational TV programs around the world and the promotion
of international understanding and cooperation by awarding excellent programs.
From 2008, the JAPAN PRIZE was reborn as an international contest for
educational media with audiovisual content, keeping the same aim: to contribute
to the advancement of the world's educational standards and to promote
international understanding and cooperation.
Educational content has the major goals of making childrenʼs hopes and dreams
come true and of supporting adult continuing education. To help achieve these goals,
this year, we received 335 entries from 60 countries and regions, with an increase in
the number of contents showing the trends and latest outcomes
of educational media worldwide.

にっぽんしょう

第39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しました。
以来「日本賞」は、優れた作品を評価することで、世界の教育番組の向上を図るとともに、
国際的な理解と協力の増進に努めてきました。

2008（平成20）年からは、音と映像を用いた教育コンテンツの国際コンクールとして
新たなスタートを切りましたが、創設の精神は変わっていません。
教育コンテンツには、子どもたちの夢と希望をかなえ、
大人には生涯の学びの支えとなる大きな目標があります。
こうした目標の下、今年も世界の教育コンテンツの潮流と最新の成果を示す、

335作品の応募がありました（60の国と地域）。

About the artist of the JAPAN PRIZE 2012 poster［第39回「日本賞」ポスターのアーティストについて］
Aya Tsugehata

JAPAN INTERNATIONAL CONTENTS FESTIVAL
(CoFesta) is the world's largest comprehensive
content festival and is held in cooperation with
various content events to foster the growth of
Japan's content industry. The JAPAN PRIZE is an
official event of the CoFesta.
日本のコンテンツ産業の振興を目的に、日
本が誇る各種コンテンツイベントが連携し
開催する世界最大規模の統合的フェスティ
バルです。
「日本賞」
はCoFestaのオフィシャ
ル・イベントです。

CoFesta

www.cofesta.jp

A 2012 graduate of the Tokyo University of the Arts, Graduate School of Film and New Media,
Department of Animation. One of her works, titled Imamura Store, was selected for a Nakaya
Prize of the NHK program Digista Teens, which aired in 2011. This and other works have
garnered numerous prizes at various contests such as the Fukuoka Independence Film Festival.
>> Concept of the 2012 poster design
I created an image of people waiting for a train at a station, each with their own thoughts and
feelings for their respective destinations. My intent was to represent a scene where “separate
destinations=diverse outward expansion” and where “minds with individual resolve” are shared.
告畑 綾

2012年に東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻を修了。在学中に制作
した「今村商店」が2011年放送NHK「デジスタ・ティーンズ」で中谷賞に選出される。他にも短編アニメー
ション作品が福岡インディペンデント映画祭5分ムービー部門グランプリ、第10回国際アマチュア映画祭FISH
EYEグランプリをはじめ、さまざまな賞を受賞している。
>> 作品のコンセプト
駅の待合室で列車を待つ、目的地に向かうさまざまな思いを持った人々の姿を制作しました。
「それぞれの目的地＝
外への多様な広がり」と、また「それぞれの意志を持った心」の共有の場を表現しています。
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Foreword
by the

I am truly grateful that the 39th JAPAN

and support so that the JAPAN PRIZE can

PRIZE in October 2012 was such a resounding

continue to contribute to educational media

success. On behalf of the organizer, I wish to

and link people throughout the world. Thank

take this opportunity to express my sincerest

you all very much.

thanks to the broadcasters, production

President

companies and research institutes which

of NHK
はじめに

submitted their works from all over the

昨年10月、第39回「日本賞」を盛大かつ成功

world, to the jurors for their keen and

裏に開催できましたことを心より感謝いたしま

fair evaluations, and to all those involved

す。作品をお寄せいただいた世界各地の放送局・

in providing such warm support and

制作プロダクション・研究機関の皆様、厳正かつ

understanding for this competition.

公平な審査をしていただいた審査委員の方々、そ

The JAPAN PRIZE was launched in 1965 as

かいご支援をいただいた多くの関係者の皆様に、

Digital broadcasting, diffusion of the Internet

主催者を代表し、厚く御礼申し上げます。

and other changes in the media environment

「日本賞」は1965年に「教育番組国際コンクー

led to the expansion of its scope in 2008

ル」として創設されました。その後、デジタル放

to include a broader range of audiovisual

送の開始やインターネットの普及など、メディア

educational content.

の変化に対応して、2008年からは「音と映像を

such changes in the JAPAN PRIZE.
The Grand Prix winner, Wrinkles from

を象徴するものでした。
「グランプリ日本賞」を受賞したスペインの「皺
（しわ）
」は、世界共通の社会問題である高齢化や

made and elicits strong empathy from many

介護をテーマとしたアニメーション作品で、極め

people.

て完成度が高く、大変多くの人々の共感を得まし
た。
また、
「イノベイティブ・メディア カテゴリー」

Media Category, uses diverse images of

の最優秀賞を受賞したオランダのウェブサイト

families and caretakers to display each

「アルツハイマー病を知る」は、家族や介護者、

person’s perspective and deepens our

おのおのの視点からの映像を用いることで、自分

understanding of the patients. Along with

と他者の立場を自在に行き来しながら、同疾患へ

advancements in information technology,

の理解を深める内容となっていました。この作品

this work was realized with the producers’

は、IT技術の進歩とウェブを表現手段として取り

brilliant idea to utilize the web as a tool for

入れた、制作者の優れた着想によって実現したも

expression.

のです。

The winner of the 2011 National Federation

更に、前回の企画部門「日本ユネスコ協会連盟

of UNESCO Associations in Japan Prize in

賞」の受賞企画を番組化した、インドの「農場が

the TV Proposal Division, MY FARM – MY

私の教室」が、「児童向けカテゴリー」の最優秀

CLASSROOM from India, was entered as a

賞を受賞しました。企画部門は、資金などの面で

completed work in 2012 to win the Best Work

番組制作が困難な制作者の支援を目的とするも

in the Primary Category. The TV Proposal

ので、2003年に創設されましたが、今回、企画

Division was founded in 2003 to support

部門の精神が受賞という形となって現れたこと

producers who face financial challenges and

は、主催者の私たちにとっても大きな喜びでし

other obstacles to making the programs they

た。

wish, and as the organizer, it gives us special

また、期間中のイベントとして、新しく「IPCEM

satisfaction, that one of these proposals has

（教育コンテンツ世界制作者会議）」を開催し、世

now become a prize-winning program.

2

今回の審査結果は、こうした「日本賞」の変化

theme of an aging society. It is beautifully

The Alzheimer Experience from the

日本放送協会
会長

用いた教育コンテンツ」に対象を広げています。

Spain, was an animated film on the universal

Netherlands, the Best Work in the Innovative

President
Japan Broadcasting Corporation (NHK)

してこのコンクールの趣旨をご理解いただき、温

a competition for educational TV programs.

The judgment results in 2012 exemplified

Masayuki Matsumoto

February 2013

界各地のメディア事情や教育コンテンツのあり

The International Producers Conference for

ようについて、活発なご報告とご提言をいただき

Educational Media (IPCEM) was also held

ました。来年度の第40回「日本賞」では、更に

during the JAPAN PRIZE period with many

内容を充実させて内外の制作者の皆様をお迎え

stimulating reports and proposals on media

したいと思います。

situations and educational contents around the

「日本賞」が教育とメディア、そして世界中の

world. I am looking forward to presenting a

人々の結びつきにこれからも貢献できるよう、引

still richer IPCEM to welcome producers from

き続き皆様の積極的なご参加とご支援をお願い

both home and abroad at JAPAN PRIZE 2013.

申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。

We ask for your ongoing participation

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
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Address by His Imperial Highness
the Crown Prince
at the Awards Ceremony of the 39th JAPAN PRIZE
International Contest for Educational Media
Thursday, October 25, 2012 • NHK Broadcasting Center

皇太子殿下のおことば
第39回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール授賞式／平成24年10月25日（木）NHK放送センター

I am pleased to be here today with
participants from all over the world at this
Awards Ceremony for the 39th JAPAN
PRIZE.
In order to build a rich and hopeful future,
the role of education is of utmost importance.
I myself have attended the Ceremony since
1989, and I have seen how year by year
the number of entries has risen, and how
the enthusiasm for the improvement of the
quality of educational content has grown in
many countries and regions. I wish to express
my deep respect toward the enthusiasm and
efforts of all those who have been involved
in the JAPAN PRIZE.
I am told that, in this year’s contest, there
was special excellence in works that deal
with difficult challenges such as conflict,
poverty and human-rights issues, and in
works dealing with global problems that
extend beyond national borders in their
need for address, such as environmental
destruction and natural disasters. On
the other hand, I am told that there were
many works by organizations with little
former award-winning experience which
showed great creativity in their themes and
にっ ぽん しょう

production. I believe it is very significant

第39回を迎えた「日 本 賞 」授賞式に，世界各

課題に、正面から取り組む作品が充実していたと

that all of you have gathered here from all

地の皆さんと共に出席できることをうれしく思

聞いています。一方、これまで受賞経験の少ない

over the world to share your knowledge

います。

機関が制作した作品の中にも、テーマ選びや演出

and experience, and to strive to improve the
quality of educational content.

豊かで希望に満ちた未来を築くために，教育の

に工夫を凝らした作品が多かったと聞いていま

役割は大変重要です。私は1989年よりこの授賞

す。世界の各地から「日本賞」に集まった皆さん

にっぽんしょう

Let me close this Greeting by expressing

式に出席してきましたが、出品作品数が着実に増

が、お互いの知識や経験を分かち合い、教育コン

the hope that you will use the fruits of your

加し、様々な国や地域で、教育コンテンツの質の

テンツの質の向上を目指して力を尽くされるこ

JAPAN PRIZE experience to produce ever-

向上にかける意欲が年々高まる様子を目の当た

とは、誠に意義深いことです。

richer educational content in your respective

りにしてきました。これまで「日本賞」に関わっ

皆さんが、この成果を持ち帰って、更に豊かな

lands, and that through your progress the

てこられた皆さんの努力と熱意に対して、深く敬

教育コンテンツを作り出され、教育コンテンツの

JAPAN PRIZE International Contest for

意を表します。

持つ力によって国際的な理解と協力に貢献する

にっぽんしょう

にっぽんしょう

Educational Media will continue to develop

今年のコンクールでは、紛争や貧困、人権問題

という「日本賞」の目的が果たされることを願う

and realize its aims of contributing to

といった複雑に絡み合って解決が決して容易で

とともに、
「日本賞」教育コンテンツ国際コンクー

international understanding and cooperation

ない課題や、地球規模の環境破壊や巨大な自然災

ルが今後も発展することを期待して、私の挨拶と

with powerful educational content.

害など国境を越えて取り組むべき規模の大きな

いたします。

にっぽんしょう

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
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Outline of the JAPAN PRIZE 2012
第39回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール 概要
History of the JAPAN PRIZE
The JAPAN PRIZE International Educational Program Contest was
established in 1965 under the auspices of NHK. As there were no such
international contests in the field of educational broadcasting at that time,
the launch of JAPAN PRIZE was welcomed by people engaged in the
field with great hopes and expectations.
Past Grand Prix Japan Prize winners are represented by many
compelling works that inspire curiosity in children and which are relished
by the whole family. Sesame Street (U.S., 1971), The Universe Within:
Protecting the Living Body (Japan, 1989), and Teletubbies (U.K., 1997) are
good examples. With such diversity in its entries, the JAPAN PRIZE has
seen development and changes in the world’s educational broadcasting
and has played a role in fostering international understanding.
A New Phase of the JAPAN PRIZE
In 2008 the JAPAN PRIZE was reformed from a contest for
“educational programs” to a contest for “educational media.” Further
developments were made along with various new approaches, including
the introduction of The Best Work in the Innovative Media Category
(The Minister of Economy, Trade and Industry Prize) in 2011, which
recognizes a quality digital work exhibiting the most innovative use
of its media characteristics and which cannot be classified by any
particular categories such as age or theme. As a result, 335 works were
entered from 60 countries and regions in 2012. Notable entries included
works exploring various social agendas using many forms such as
documentaries and dramas, large-scale works that foster interest in
history and science, and crossmedia content taking full advantage of
users’ senses.
Judging Process
This year’s jury consisted of 16 experts from 12 countries/regions.
To ensure fair evaluation of the diverse works utilizing different media,

TV Proposal Division 10th Year Celebration Forum and
International Producers Conference for Educational Media (IPCEM)
Held during the Contest Period
The JAPAN PRIZE held various events offering participants the latest
information on the world’s media content and educational situations. A
celebratory forum marking the 10th year of the TV Proposal Division, which
supports producers with limited funds and resources, was held. Previous
division award winners as well as winning proposals were introduced,
and international contribution through the Contest was discussed. A
new event called the International Producers Conference for Educational
Media (IPCEM) was also held, which offered the latest input from frontline
media production by inviting key figures in the media industry, along with
broadcasting, web and game creators from around the world. These events
unfolded in a manner true to the international flavor of the JAPAN PRIZE.
Awards Ceremony and Announcement of the Winners
With the Crown Prince in attendance, the Awards Ceremony was held
at Studio 101 in the NHK Broadcasting Center, led by actor Shosuke
Tanihara and announcer Nachiko Shudo. The prize winners were
announced in front of 256 people, including jury members, prize winners,
and delegates from awarding organizations and embassies, to conclude
the inspiring eight days of the JAPAN PRIZE 2012.

●Prizes for the Best in Each Category (U.S. $2,000 prize money each)

Schedule 2012
Acceptance of entries
Preliminary selection
Registration of participants
Announcement of preliminary results
Contest Period
Announcement of Contest results

Apr 1-June 30
July 3-Aug 26
Aug 7- Oct 10
Sept 1
Oct 18-Oct 25
Oct 25

Contest Period
Oct 18
Oct 19-21
Oct 22
Oct 23-24
Oct 25

the JAPAN PRIZE invited professionals with various backgrounds:
producers of different broadcasting organizations, academic researchers
of media and/or education, and game creators. Prior to the judgment,
the Secretariat held thorough talks with the jurors to provide complete
understanding of the JAPAN PRIZE judging criteria. The jurors then
viewed and examined each entry and held discussions over a course
of five days, backed by diverse standpoints and each juror’s expertise,
before finally selecting the winners.

Opening Ceremony, Judgment
Judgment
Judgment, The TV Proposal Division 10th Year Celebration Forum
International Producers Conference for Educational Media (IPCEM)
Screening of the Best Works in the Audiovisual Division,
Awards Ceremony and Reception

Number of Entries
See pages 6-7 and the back cover

Number of Participants
Total Number
676 people from 26 countries and regions
Jurors
16 people from 12 countries and regions
TV Proposal Division 10th Year Celebration Forum, IPCEM
173 people from 21 countries and regions
(Overseas 60, From Japan 113)
Awards Ceremony
256 people from 26 countries and regions
Reception
247 people from 26 countries and regions

Divisions and Awards
■Audiovisual Division
Educationally valuable productions with audio and visual content
●The Grand Prix Japan Prize (U.S. $5,000 prize money)
Selected from among the 6 Best Works in the Audiovisual Division

The Best Work in the Pre-school Category
(The Minister of Internal Affairs and Communications Prize) for ages 0-6
The Best Work in the Primary Category
(The Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology Prize) for ages 6-12
The Best Work in the Youth Category
(The Minister of Foreign Affairs Prize) for ages 12-17
The Best Work in the Continuing Education Category
(The Governor of Tokyo Prize) for ages 18 and over
The Best Work in the Welfare Education Category
(The President of NHK Prize) for any age
The Best Work in the Innovative Media Category
(The Minister of Economy, Trade and Industry Prize) for any age
●Special Prizes (U.S. $2,000 prize money each)
Selected from the entries in the Audiovisual Division

The Maeda Prize
An excellent television program with the potential to sustainably contribute to the
development of education in the country/region in a manner that reflects the founding
spirit of the JAPAN PRIZE
The Japan Foundation Presidentʼs Prize
An excellent work that contributes to mutual understanding between nations and ethnic
groups and cultural exchange

The UNICEF Prize
An excellent work that promotes understanding of the lives of children in difficult situations
■TV Proposal Division
Proposals for educational TV programs in countries/regions with limited resources such as
budget and technical facilities
●Prize for the Best Proposal (U.S. $8,000 prize money)

The Hoso Bunka Foundation Prize
The most outstanding proposal for an educational TV program
●Special Prize (U.S. $3,000 prize money)

The National Federation of UNESCO Associations in Japan Prize
An excellent proposal for a TV program, which promotes literacy and language education
and contributes to the development of basic education in the entrant’s country/region
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「日本賞」のあゆみ
「日本賞」教育番組国際コンクールがNHKの提唱で始まったのは、
1965（昭和40）年のことです。それまで、教育放送の分野での国際的
なコンクールはなく、
「日本賞」は、教育放送に携わる人たちに大きな
期待と希望を持って迎えられました。
また、
「グランプリ日本賞」の受賞作品の中には「セサミ・ストリート」
（アメリカ・第7回）をはじめ、「驚異の小宇宙・人体（NHK・第17回）」、
「テレタビーズ（イギリス・第24回）」など、子どもたちの心を引きつ
けてやまない番組、家族そろって楽しめる魅力的な番組が、数々あり
ます。こうした多様な広がりを得て、「日本賞」は世界の教育放送が発
展、変貌していく姿を見つめるとともに、国際間の理解を深める役割
も果たしてきました。
「日本賞」の新たな展開
2008年に「教育番組」から「教育コンテンツ」に対象を広げた「日
本賞」は、2011年には対象年齢やテーマなど従来のカテゴリーの枠に
はまらず、最も革新的なメディア活用に挑んでいるコンテンツに授与
する「イノベイティブ・メディア カテゴリー最優秀賞（経済産業大臣
賞）」を新設し、最先端のコンテンツがコンクールで競いグランプリを
獲得する可能性を高めるなどの施策を進めました。その結果、今年は
世界60の国と地域から、335点もの応募作品が寄せられました。ドキュ
メンタリーやドラマ形式など多彩な手法を使って現代のさまざまな社
会的課題を探る作品、歴史・科学への関心を高める大型作品、そしてユー
ザーの五感に最大限に働きかけるクロスメディア・コンテンツなどが
目立ちました。

審査の経過
審査委員は世界の12の国と地域から16人が集まりました。異なるメ
ディアの作品を公平に評価するために、さまざまな放送機関の制作者、
教育やメディアの研究者、ゲームクリエイターなど、多彩な経歴の専
門家を招きました。審査にあたり、まず事務局は審査委員たちと事前
に十分話し合い「日本賞」の審査基準を徹底しました。その後、審査
委員たちは5日間にわたり、作品1つ1つを試写・検証しながら多角的
な視点と個々の専門知識に基づいた議論を行い、授賞作品を選出して
いきました。
会期中、関連イベント「企画部門10回記念フォーラム」
「教育コンテンツ世界制作者会議（IPCEM）」も開催
審査が行われる一方で、会期中は世界のメディア・コンテンツの最
新情報や世界の教育事情が分かるイベントを連日開催しました。番組
制作予算やリソースの限られた制作者を支援してきた「企画部門」が
10回目を迎えることを記念し、過去の受賞者・受賞企画の紹介も交え
コンクールを通じた国際貢献について考えるフォーラムを行ったほか、
メディア界のキーパーソンを核に、番組、ウェブ、ゲーム等の制作者
を世界から集め、最先端の制作現場の情報を提供する「教育コンテン
ツ世界制作者会議」（IPCEM：International Producers Conference for
Educational Media）を新しく立ち上げ、国際色豊かな「日本賞」なら
ではのイベント展開となりました。
授賞式・受賞作品発表
最終日にNHK放送センターの101スタジオで開催された「日本賞」
授賞式では、皇太子殿下ご臨席のもと、俳優の谷原章介さんと首藤奈
知子アナウンサーの進行で、審査委員、受賞者、授与団体、大使館関
係者など256人が見守る中で今年度の受賞作品が発表され、8日間にわ
たるコンクールが閉幕しました。

●グランプリ日本賞（賞金 5,000米ドル）

年間スケジュール（平成24年）
4月1日（日）〜6月30日（土）
7月3日（火）〜8月26日（日）

エントリー受付
一次審査期間

コンテンツ部門各カテゴリー最優秀賞の中から選出
●各カテゴリー最優秀賞（賞金 各2,000米ドル）
幼児向けカテゴリー最優秀賞（総務大臣賞）

「企画部門10回記念フォーラム」
「教育コンテンツ世界制作者会議（IPCEM）
」受付
一次審査結果発表
コンクール期間
コンクール結果発表

8月7日（火）〜10月10日（水）
9月1日（土）
10月18日（木）〜10月25日（木）
10月25日（木）

0-6歳向け

児童向けカテゴリー最優秀賞（文部科学大臣賞） 6-12歳向け
生涯教育カテゴリー最優秀賞（東京都知事賞）

12-17歳向け
18歳以上向け

福祉教育カテゴリー最優秀賞（NHK会長賞）

全年齢向け

青少年向けカテゴリー最優秀賞（外務大臣賞）

イノベイティブ・メディア カテゴリー最優秀賞（経済産業大臣賞）全年齢向け

コンクール日程
10月18日（木）
10月19日（金）〜21日（日）
10月22日（月）
10月23日（火）〜24日（水）
10月25日（木）

開会式

●特別賞（賞金 各2,000米ドル）

審査

コンテンツ部門エントリー作品の中から選出

審査
審査

企画部門10回記念フォーラム

教育コンテンツ世界制作者会議（IPCEM）
受賞作品上映会

授賞式

受賞者パーティー

前田賞
「日本賞」創設の精神に基づき、テレビを通じてその国・地域の教育に
持続的に貢献し得る優れた番組
国際交流基金理事長賞
国家・民族間の相互理解を促し、または文化の交流に貢献する優れた作品

エントリー数

ユニセフ賞

次ページおよび裏表紙参照

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作品

コンクール参加者数
期間中参加者

…26か国・地域 676人

■企画部門

審査委員

…12か国・地域 16人

予算・機材などの条件が十分でない国・地域における優秀なテレビ教育番組企画

企画部門10回記念フォーラム、IPCEM

…21か国・地域 173人
（海外60人、国内113人）

授賞式

…26か国・地域 256人

受賞者パーティー

…26か国・地域 247人

●最優秀賞（賞金 8,000米ドル）
放送文化基金賞
教育に役立つ優れたテレビ番組の企画
●特別賞（賞金 3,000米ドル）
日本ユネスコ協会連盟賞

部門と賞

識字・自国の言語教育を促し、基礎教育の普及に貢献する優れた

■コンテンツ部門

テレビ番組の企画

音と映像を用いた教育効果の高いコンテンツ

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
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Participating Countries/Regions
参加状況

60
208（New Participants ／初参加機関 102）

■ Countries & Regions ／国・地域
■ Organizations ／機関

TURKEY
ISRAEL

CHINA

AFGHANISTAN
IRAQ
IRAN
KUWAIT
PAKISTAN

Rep. of
KOREA

BANGLADESH
INDIA

TAIWAN
VIETNAM

MYANMAR

THAILAND
ETHIOPIA

PHILIPPINES

MALAYSIA
BRUNEI

SRI LANKA
CONGO

JAPAN

NEPAL BHUTAN

SINGAPORE
SINGAPORE

KENYA

INDONESIA

AUSTRALIA
SOUTH
AFRICA

Number of Entries by Division and Category
部門別のエントリー数
SWEDEN

309

FINLAND
NORWAY

DENMARK

UNITED
LITHUANIA
KINGDOM
NETHERLANDS
IRELAND
GERMANY POLAND
BELGIUM

ESTONIA
LATVIA

The Primary Category
［児童向けカテゴリー］
UKRAINE

SWITZERLAND
FRANCE

The Pre-school Category
［幼児向けカテゴリー］

HUNGARY
ROMANIA
CROATIA

ITALY
SPAIN
PORTUGAL

The Youth Category
［青少年向けカテゴリー］

The Continuing Education Category
［生涯教育カテゴリー］

The Welfare Education Category
［福祉教育カテゴリー］

The Innovative Media Category
［イノベイティブ・メディア カテゴリー］

6
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47
68
65
47
54

26

28
Audiovisual Division

TV Proposal Division

コンテンツ部門

企画部門

CANADA

UNITED STATES

MEXICO
BARBADOS

JAMAICA

COLOMBIA

PERU

BRAZIL

ARGENTINA

Audiovisual Division
コンテンツ部門

The Pre-school Category
幼児向けカテゴリー

The Primary Category
児童向けカテゴリー

The Youth Category
青少年向けカテゴリー

The Continuing Education Category
生涯教育カテゴリー

The Welfare Education Category
福祉教育カテゴリー

The Innovative Media Category
イノベイティブ・メディア カテゴリー

Total Media
メディア別計

TV Proposal Division
企画部門

TV/film/video

Websites

Games

Other

Total

Division Total

テレビ／映画／ビデオ

ウェブサイト

ゲーム

その他

合計

部門別計

38

2

3

4

47

56

3

4

5

68

54

4

4

3

65

45

2

0

0

47

51

1

2

0

54

─

12

4

12

28

244

24

17

24

309

309

Children ／子ども

Teens ／青少年

Adults ／大人

Total ／合計

5

11

10

26

Number of entries ／エントリー総数

335
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Jurors [Audiovisual Division & TV Proposal Division]
審査委員［コンテンツ部門&企画部門］
C o m m i t t e e

＜第1部会＞

1

AUDIOVISUAL DIVISION [The Pre-school & Primary Categories] & TV PROPOSAL DIVISION
コンテンツ部門（幼児、児童向けカテゴリー )・企画部門

CHAIRPERSON OF AUDIOVISUAL DIVISION

LEADER OF COMMITTEE 1

Hyunsook Chung

Ava Karvonen

Juko Ando

John Millner

チョン・ヒュンスク

エイヴァ・カーボネン

安藤 寿康

ジョン・ミルナー

Professor
Keio University, Faculty of Letters

Executive Producer
BBC Learning (BBC)

慶應義塾大学文学部 教授
＜Japan ／日本＞

イギリス放送協会（BBC）
BBCラーニング エグゼクティブ・プロデューサー

［コンテンツ部門 審査委員長］

［第1部会 リーダー］

Director of International Relations
Educational Broadcasting System (EBS)

Executive Producer
Reel Girls Media Inc.

韓国教育放送（EBS）国際協力部長
＜Republic of Korea ／韓国＞

リール・ガールズ・メディア
エグゼクティブ・プロデューサー
＜Canada ／カナダ＞

C o m m i t t e e

＜第2部会＞

2

＜United Kingdom ／イギリス＞

AUDIOVISUAL DIVISION [The Youth & Innovative Media Categories] & TV PROPOSAL DIVISION
コンテンツ部門（青少年向け、イノベイティブ・メディア カテゴリー )・企画部門

LEADER OF COMMITTEE 2

Marcus Vlaar

Seth Cooper

Hiromitsu Murakami

Cielo Salviolo

マーカス・ヴラル

セス・クーパー

村上 寛光

シエロ・サルビオロ

［第2部会 リーダー］

Creative Director, Co-founder
Ranj Serious Games

Creative Director
University of Washington
Center for Game Science

Assistant Professor
Tokyo University of the Arts,
Graduate School of Film and New Media

Creative and Content Consultant
Pakapaka Channel,
Ministry of Education

ランジ・シリアス・ゲームズ
クリエイティブ・ディレクター
＜Netherlands ／オランダ＞

ワシントン大学ゲームサイエンスセンター
クリエイティブ・ディレクター
＜United States ／アメリカ＞

東京藝術大学 大学院映像研究科 助教
＜Japan ／日本＞

アルゼンチン教育省パカパカチャンネル
クリエイティブ・コンテンツコンサルタント
＜Argentina ／アルゼンチン＞

C o m m i t t e e

＜第3部会＞

3

AUDIOVISUAL DIVISION [The Continuing Education Category] & TV PROPOSAL DIVISION
コンテンツ部門（生涯教育カテゴリー )・企画部門

CHAIRPERSON OF TV PROPOSAL DIVISION

LEADER OF COMMITTEE 3

Jacqueline Hlongwane

Matz Lundin

Keiko Bang

David Christensen

ジャクリン・ヒョンワニー

マッツ・ルンディン

ケイコ・バン

デイビッド・クリスチェンセン

［企画部門 審査委員長］

［第3部会 リーダー］

CEO, Founder
Bang Singapore PTE LTD

Executive Producer
National Film Board of Canada (NFB)

バン・シンガポール
創設者・社長兼最高経営責任者
＜Singapore ／シンガポール＞

カナダ国立映画制作庁（NFB）
エグゼクティブ・プロデューサー
＜Canada ／カナダ＞

Executive Producer
Acting Programme Manager, SABC2
South African Broadcasting Corporation (SABC) Swedish Educational Broadcasting Company (UR)
南アフリカ放送協会（SABC）
SABC2編成主幹代理
＜South Africa ／南アフリカ＞

C o m m i t t e e

＜第4部会＞

4

スウェーデン教育放送（UR）
エグゼクティブ・プロデューサー
＜Sweden ／スウェーデン＞

AUDIOVISUAL DIVISION [The Welfare Education Category] & TV PROPOSAL DIVISION
コンテンツ部門（福祉教育カテゴリー )・企画部門

LEADER OF COMMITTEE 4

Markus Nikel

Sarah Grafman

Kyoko Takahashi

Else Bro Thuestad

マーカス・二ケル

サラ・グラフマン

高橋 恭子

エルセ・ブロ・トゥエスタッド

［第4部会 リーダー］

Producer
WGBH Interactive

Professor, Waseda University
Chair, Kawaguchi Art School
of Waseda University

Editor, Department of Education
Danmarks Radio (DR)

International Operations Consultant
RAI Radiotelevisione Italiana, RAI Educational
イタリア放送協会（RAI）RAIエデュケーショナル
国際事業コンサルタント
＜Italy ／イタリア＞

8

WGBH教育財団
インタラクティブ・プロデューサー
＜United States ／アメリカ＞
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早稲田大学 政治経済学術院 教授
早稲田大学 川口芸術学校 校長
＜Japan ／日本＞

デンマーク放送協会（DR）
教育局 エディター
＜Denmark ／デンマーク＞

Messages from the Chairpersons of the Jury
審査委員長からのメッセージ
◆Chairperson of Audiovisual Division コンテンツ部門 審査委員長

Hyunsook Chung チョン・ヒュンスク
During the JAPAN PRIZE judging process, we

Director of International Relations, Educational Broadcasting System (EBS)
韓国教育放送（EBS）国際協力部長

meeting a specific target audience’s learning need.

象にした野心的なオンライン作品も目の当たりにしまし

the jurors–media professionals and educators–

We were of course looking for excellence in

often asked ourselves, what are the essential

content which educates people or inspires them

査を通過した作品を見ると、伝統的なテレビ番組がその

characteristics of powerful educational content? As the

to learn. But when judging this year’s entries, we

多くを占めています。私たちの多くは、マルチメディア

premier worldwide festival of educational media,

increasingly found ourselves considering wider

またはマルチプラットフォームで制作された、より力強

the JAPAN PRIZE provides a rare opportunity for

social impact as well–the potential of a piece of

いコンテンツを見たいとも思っています。

trying to answer this fundamental question–by

media to bring real change to people’s lives. When

また審査委員は、さまざまな種類の題材、物語構成、

reviewing and discussing outstanding examples

considering this year’s winners, we were especially

制作方法にぜひ出会いたいと思っています。死、病気、

of educational media, both linear and nonlinear.

た。しかし、今回「日本賞」にエントリーされ、一次審

moved by portrayals of communities with limited

社会格差などの人類が抱える課題への挑戦を描いた、

In the digital era, patterns of audience use of

power which were determined to promote their own

すばらしい番組にも出会いました。それは、番組の対象

media are changing constantly and fast, and we saw

education or development, in the process opening

となった視聴者の学習ニーズに、簡単に直接的に符合す

some ambitious online projects for both younger

doors for other people all over the world. I think this

るのだと思います。

audiences and adults. Nevertheless, looking at

approach is in keeping with the spirit of the JAPAN

the final list of entries for JAPAN PRIZE this year,

PRIZE: The more we learn, the further we go.

私たちはもちろん、人々を教育する、あるいは人々が
学びたいと思うようなコンテンツの長所を評価していま

it would still seem to be traditional broadcasting

す。しかし今年のエントリー審査では、人々の暮らしに

which dominates the field, and many of us

「日本賞」本審査の期間中、メディアのプロフェッショ

決定的な変化をもたらす可能性のある作品をはじめとし

would have liked to see a stronger showing from

ナルおよび教育者である私たち審査委員は「力強い教育

た、より大きな社会的影響力を考慮して審査している委

challenging multimedia and multiplatform content.

コンテンツに必要な特性とは何か？」と自問自答し続け

員たちの姿がありました。今年の受賞作品を振り返って

ました。
「日本賞」は世界初の教育メディアのフェスティ

みると、限られた能力ながら、世界中の人々に扉を開く

variety in subject matter, story development and

バルとして、この基本的な問いに答えるべく、映像、ウェ

ことで、自身の教育や発育を促進しようという強い決意

style of production. Challenging human issues

ブサイト、ゲームなどのすばらしい教育メディア作品を

を持つ共同体を描いた作品に、特に心を動かされました。

like death, illness, and social differences were

視聴して議論するなどの、貴重な機会を提供しています。

この姿勢は、
「学べば学ぶほど、我々はより前に進む（The

spotlighted in some brilliantly-made programs.

デジタル時代を迎えた現代、メディアの利用方法は急

more we learn, the further we go.）
」という「日本賞」の

Sometimes, it was the simplicity and directness of

速に変化しています。私たちは、若者から大人までを対

Jury members were delighted to see a huge

◆Chairperson of TV Proposal Division 企画部門 審査委員長

Jacqueline Hlongwane ジャクリン・ヒョンワニー

魂に寄り添うものだと信じています。

Acting Programme Manager, SABC2, South African Broadcasting Corporation (SABC)
南アフリカ放送協会（SABC）SABC2編成主幹代理

About 11 years ago, Ms. Hyunsook Chung, a

were overcome with emotion and expressed their

企画部門は、
「日本賞」コンテストのとても重要な位置

talented and very passionate educational media

immense appreciation and commitment to quality

を占めています。特に、良いアイデアがあるのにしばしば

practitioner, approached and persuaded the JAPAN

educational broadcasting.

制作資金を持たない、発展途上国のプロデューサーや映

PRIZE Secretariat to introduce the TV Proposal

Looking ahead to the next 10 years, it is clear

像制作者らを対象としているからです。南アフリカはもち

Division as part of the JAPAN PRIZE Contest. The

that issues of sustainability, collaborations and

ろん他の発展途上国におけるテレビは、より多くの視聴

Secretariat understood and implemented her vision,

partnerships are going to be critical for the

者に届くことができるというその能力と訴求力から、人々

and this year the Contest marked the holding of the

continuation of the TV Proposal Division. In the past

の教育において重要な役割を担っています。

10th TV Proposal Division. Congratulations to NHK

10 years a lot of growth, knowledge and experience

5人のファイナリストたちが大きな勇気と情熱を

and the Secretariat for your continuous support

have been gained. It is now time for all this collective

持って、16人の審査委員たちの前で企画を発表する

and contribution to the development of educational

knowledge and experience to be shared amongst

「企画プレゼンテーション」は、感動的な体験でした。

broadcasting around the world.

each other in order to improve the quality of

そして忘れられない瞬間、それは授賞式で私が受賞

The TV Proposal Division is a very critical

educational programs in developing countries.

企画を発表した時でした。受賞者2人は感情をこらえ

component of the JAPAN PRIZE competition,

My sincere thanks and gratitude go to NHK and the

specifically aimed at producers and filmmakers from

JAPAN PRIZE Secretariat for bestowing me with such

developing countries who have very good ideas but

a great honor on this momentous occasion; and to my

これからの10年を見据えると、企画部門を継続す

often do not have the financial means to produce

fellow jurors and friends, thank you for enriching my

るためには、持続可能性そして共同制作やパートナー

them. In South Africa, and indeed in many other

life with your knowledge and wisdom.

ability to reach a wider audience.

制作を誓ってくれたのです。

シップが不可欠になることは明白です。これまでの

developing countries, television still plays a critical
role in educating people, because of its appeal and

ながら、大きな感謝とともに、質の高い教育番組の

10年は、知識と経験を得て大きく成長することがで
11年ほど前、情熱的で才能あふれる教育メディア

きました。そして今こそ、発展途上国の教育番組の

制作者であるチョン・ヒュンスクさんが、
「日本賞」

質を高めるために、今までに培ったすべての知識を

The pitching session was a moving experience

事務局に連絡をとり、
「日本賞」コンテストに「企画

互いに共有する時が来たのです。

where we listened to all the 5 finalists who presented

部門」を導入してはどうかと持ちかけました。事務局

their proposals with such immense courage and

は彼女のビジョンに共感して実施を決め、そして今

をいただき、NHKと「日本賞」事務局の皆様には心よ

passion in front of 16 jury members. A moment I

年、企画部門は第10回を迎えました。NHKと事務局

り感謝いたします。そして私の人生を豊かにする知識

will never forget is when, at the Awards Ceremony, I

の皆様が、世界中の教育テレビの発展に貢献し、援

と知恵を与えてくれた、審査委員の友人たちにも感謝

announced the winning proposals; both participants

助を継続してきたことに心よりお祝い申し上げます。

したいと思います。

このように極めて重要な時期に、大変名誉ある役割
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List of Prize Winners
受賞作品一覧

Prize

Title

Category

Media

Organization

Country/
Region

Audiovisual Division
The Grand Prix Japan Prize
The Grand Prix Japan Prize

WRINKLES

Welfare TV/film/
Education video

Perro Verde Films
Cromosoma
Elephant in the black box

Preschool

TV/film/
video

Norwegian Broadcasting Company
Norway
(NRK)

TV/film/
video

Doordarshan India

Spain

The most outstanding work amongst all of the Audiovisual entries

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

TORD'S GARAGE

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

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

MY FARM–MY CLASSROOM

Primary

India

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

The Best Work in the Youth Category
(The Minister of Foreign Affairs Prize)

DEAF JAM

Youth

TV/film/
video

Made-By-Hand
United
Independent Television Service (ITVS)
States
City Lore

The best work among educational audiovisual contents for youths around ages 12 to 17

The Best Work in the
Continuing Education Category

THE COSMIC SHORE

(The Governor of Tokyo Prize)

Continuing TV/film/
Education video

Japan Broadcasting Corporation
(NHK)

Japan

The best work among educational audiovisual contents that support adults for pursuing further education (around ages 18 and over)

The Best Work in the
Welfare Education Category

WRINKLES

(The President of NHK Prize)

Welfare TV/film/
Education video

Perro Verde Films
Cromosoma
Elephant in the black box

Spain

The best work among educational audiovisual contents that contribute to the understanding of welfare and the improvement of society (applicable for any age)

The Best Work in the
Innovative Media Category

THE ALZHEIMER EXPERIENCE

(The Minister of Economy, Trade and Industry Prize)

Innovative
Website
Media

Submarine

Netherlands

The best work among educational audiovisual contents exhibiting the most innovative use of its media characteristics (applicable for any age)

Special Prizes
The Maeda Prize

ANGAK, BANGAK AND
CLOLA SANGAK (ABC)

Primary

TV/film/
video

Aria TV

Afghanistan

An excellent television program with the potential to sustainably contribute to the development of education in the country/region in a manner that reflects the founding spirit of the JAPAN PRIZE

The Japan Foundation President’s
Prize

ANOTHER NIGHT ON EARTH

Welfare TV/film/
Education video

HIBRIDA

Spain

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

The UNICEF Prize

BLOSSOM WITH TEARS

Primary

TV/film/
video

Zhejiang Satellite TV

China

Adults

Joining Hands Nepal (JHN)

Nepal

Children

Radio y Television de Colombia
(RTVC)

Colombia

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

TV Proposal Division
The Best Proposal
The Hoso Bunka Foundation Prize

BELIEVE IN YOURSELF

The most outstanding proposal for an educational TV program

Special Prize
The National Federation of UNESCO
Associations in Japan Prize

KIDS, CAMERA, ACTION

An excellent proposal for a TV program, which promotes literacy and language education and contributes to development of basic education in an entrant’s country/region
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賞

作品

カテゴリー

メディア

福祉教育

テレビ／
映画／
ビデオ

機関

国・地域

コンテンツ部門
グランプリ日本賞
グランプリ日本賞

皺（しわ）

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

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、教育放送の発展に寄与するコンテンツ

各カテゴリー最優秀作品
幼児向けカテゴリー最優秀賞
（総務大臣賞）

トードと小さな仲間たち

幼児向け

テレビ／
映画／
ビデオ

ノルウェー放送協会（NRK）

ノルウェー

児童向け

テレビ／
映画／
ビデオ

インド公共テレビ ドゥールダルシャン

インド

テレビ／
映画／
ビデオ

メイド・バイ・ハンド
インデペンデント・テレビ・サービス
（ITVS） アメリカ
シティ・ロア

テレビ／
映画／
ビデオ

日本放送協会（NHK）

テレビ／
映画／
ビデオ

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

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
児童向けカテゴリー最優秀賞
（文部科学大臣賞）

農場が私の教室

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
青少年向けカテゴリー最優秀賞 Deaf Jam
〜聴いて！ 私の手話の詩（うた）〜 向け

（外務大臣賞）

12歳〜17歳までの青少年の教育に役立つ最も優秀なコンテンツ
生涯教育カテゴリー最優秀賞
（東京都知事賞）

NHKスペシャル
宇宙の渚
せん
第1集 謎の閃光スプライト

生涯教育

日本

社会に出てからも学び続ける人を支援する最も優秀なコンテンツ（18歳以上が対象）

福祉教育カテゴリー最優秀賞
（NHK会長賞）

皺（しわ）

福祉教育

だれもが幸福に暮らせる社会の構築を考える糧となる最も優秀なコンテンツ（全年齢対象）

イノベイティブ・メディア カテゴリー
アルツハイマー病を知る
最優秀賞（経済産業大臣賞）

イノベイ
ティブ・
メディア

ウェブ
サイト

サブマリン

オランダ

対象年齢やテーマなど従来のカテゴリーの枠にはまらず、革新的なメディア活用に挑んでいるコンテンツ（全年齢対象）

特別賞
前田賞

アンガク、バンガク、
クローラ・サンガクが行く

児童向け

テレビ／
映画／
ビデオ

アリア・テレビ

アフガ
ニスタン

「日本賞」創設の精神に基づき、テレビを通じてその国・地域の教育に持続的に貢献し得る優れた番組

国際交流基金理事長賞

今夜も世界の片隅で

福祉教育

テレビ／
映画／
ビデオ

イブリダ

スペイン

児童向け

テレビ／
映画／
ビデオ

浙江衛星テレビ

中国

国家・民族間の相互理解を促し、または文化の交流に貢献する優れた作品

ユニセフ賞

花は涙とともに

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

企画部門
最優秀賞
放送文化基金賞

自分を信じて

大人向け

ジョイニング・ハンズ・ネパール（JHN） ネパール

子ども向け

コロンビア放送（RTVC）

教育に役立つ優れたテレビ番組の企画

特別賞
日本ユネスコ協会連盟賞

キッズ、カメラ、アクション！

コロンビア

識字、自国・地域の言語教育を促し、基礎教育の普及に貢献する優れたテレビ番組の企画

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
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Prize Winners［受賞作品］

The Grand Prix Japan Prize
グランプリ日本賞

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ The Best Work in Each Category［各カテゴリー最優秀作品］

The Best Work in the Welfare Education Category
(The President of NHK Prize)

福祉教育カテゴリー最優秀賞
（NHK会長賞）
TV/film/video
テレビ／映画／ビデオ

WRINKLES
皺（しわ）
Perro Verde Films/Cromosoma/Elephant in the black box • Spain
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

The Grand Prix Japan Prize
グランプリ日本賞

Content
Based on Paco Roca’s award-winning and popular graphic novel,
Wrinkles is an adult, animated feature about the friendship between
the dignified Emilio and the wily Miguel, two old men shut away in
Recipient 受賞者
■Raul Garcia
LA Production Coordinator, Perro Verde Films
■ラウル・ガルシア
ペッロ・ヴェルデ・フィルムズ
ロサンゼルス プロダクション・
コーディネーター

Prize Presenter プレゼンター
■Hyunsook Chung
Director of International Relations,
Educational Broadcasting System (EBS)
■韓国教育放送（EBS）国際協力部長
チョン・ヒュンスク

The Best Work in the Welfare
Education Category
福祉教育カテゴリー最優秀賞

an aged care home.
The recently arrived Emilio, in the early stages of Alzheimer’s, is
helped by Miguel and his friends to avoid winding up on the feared
top floor of the care home, also known as “the lost causes.” The
mischievous scheming of the residents transforms their otherwise
tedious existence, proving that even towards the end of our lives we
can still find new beginnings.
This is an entertaining yet profoundly sensitive look at today’s
complex issue of caring for the elderly, with flights of fancy and
some sharp humor.

Producer's Comments

(Manuel Cristobal)

Wrinkles is indeed a special film. The comic book from where
it originated was written by Paco Roca to try to understand what
his parents were going through as they grew older. For identical
reasons I decided as producer to acquire the rights and to send it to

Recipient 受賞者
■Raul Garcia
LA Production Coordinator, Perro Verde Films
■ラウル・ガルシア
ペッロ・ヴェルデ・フィルムズ
ロサンゼルス プロダクション・
コーディネーター

Prize Presenter プレゼンター
■Masayuki Matsumoto
President, Japan Broadcasting Corporation
(NHK)
■日本放送協会 会長
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Ignacio Ferreras. For very similar reasons Ignacio Ferreras accepted
the challenge of directing Wrinkles, his first film. When we held the
world premiere, a journalist told us that she loved the film and that

き、人生の終わりにも新たな出発があることをエミリオは知る。
現代の複雑な社会問題である老人介護を、見る側を楽しませながら、し
かも繊細に空想や鋭いユーモアを交えながら見つめる。

she had to call her parents afterwards. We think we succeeded then
and we are very grateful for this worldwide award as Japan is a
huge reference for its animation and for its respect for the elderly.
Thanks! Gracias!

制作者コメント

（マニュエル・クリストバル）

「皺（しわ）」は本当に特別な作品です。原作のパコ・ロカの漫画は、彼
の老いゆく両親が直面する試練を理解したい一心で描かれました。全く同
じ理由で、私はプロデューサーとしてこの物語の権利を獲得して監督のイ

Jury Comments (The Grand Prix Japan Prize)
(Hyunsook Chung)

グナシオ・フェレーラスに持ちかけ、彼もまた同様の理由でこの作品の演
出に挑戦したのです。

Wrinkles produced by Perro Verde Films in Spain is a profoundly

ワールド・プレミア上映の際、あるジャーナリストがこの映画に深く感

educational film dealing with some of the most important social

動し、観た後、両親に電話せずにいられなかったと話してくれました。我々

issues facing us today: aging populations, elderly care and dementia.

はその時、成功の手応えを感じました。

Dedicated to the elderly of the present and the future, the sad,
beautiful and engaging animated film reaches out to us full of

日本はアニメーションと高齢者への敬意で名高く、この世界的な賞をい
ただいたことに大変感謝しています。ありがとう！

グラシアス！

narrative tension, brilliant characterization, humor and compassion.
Wrinkles dares to use animation to deal with really painful grown-up
issues; the style is simple but colorful and pacey, and the narrative
drive is strong enough to grip an audience until the last frame.
Ultimately, the film succeeds in creating a space for us to think

審査講評（グランプリ日本賞）

（チョン・ヒュンスク）

スペインのペッロ・ヴェルデ・フィルムズが制作した「皺（しわ）」は、
高齢化社会、介護そして認知症という、現在私たちが直面する最も重要な
社会問題の1つに取り組んだ、大変優れた教育映画です。

about and discuss a problem which faces every single one of us. It

現代、そして未来の高齢者に捧げられたこのアニメーション映画は、そ

teaches us that we cannot live alone, that meaning in our lives comes

の緊張感あふれる語り口とすばらしいキャラクター描写、ユーモアと情熱

from helping each other, and that friendship abides to the end.

によって、悲しくも美しく、魅力的な物語になっています。
「皺（しわ）
」
は、大人たちの真に迫る痛みを描くために、あえてアニメーションの手法

Jury Comments

を選んでいます。そのスタイルは、シンプルかつカラフルでスピード感に

(The Best Work in the Welfare Education Category)

あふれ、活力に満ちた語り口は最後のひとコマまで観客の心をつかむに足

(Markus Nikel)
Aging and the difficulties it presents are universal. We watch our
loved ones grow old, and hopefully, we will grow old ourselves.
This 90-minute animated film looks honestly and directly at
the challenges of old age. It is well-constructed with complex and

る強さを持っています。
この作品は、私たち1人1人が直面する問題を考え、話し合う機会を作り
出すことに成功しています。私たちは1人で生きることはできず、互いに
助け合うことで生きる意味が生まれること、そして友情は最期の瞬間まで
寄り添うものだということを教えてくれるのです。

real characters. The narrative, dialogue, and animation style are
sophisticated and eloquently serve the story.
The film is dedicated to “the elderly of today, the elderly of
tomorrow,” and is a lesson in empathy for its audiences. It portrays
the difficulties of aging and living in a care home with humor and
grace, and shows that you are never too old to grow and learn.

審査講評（福祉教育カテゴリー最優秀賞） （マーカス・ニケル）
老いること、そして老いに向き合う難しさは万国共通です。私たちは、
愛する人が年を取る様子を見守るとともに、自らも年をとってゆきます。
このアニメーション作品は90分にわたって誠実かつ率直に、老いという
課題を見据えています。複雑で、真実味のある登場人物たちを十分に練ら
れた構成で描写し、その語り口、セリフ、アニメーションスタイルによって、

作品内容
パコ・ロカの漫画を原作に、養護老人ホームで出会った2人の老人エミ
リオとミゲルの友情を描いた作品。
新しくホームに入ったエミリオはアルツハイマー病の初期。ホームの最
上階にある「失われた理想」と呼ばれる部屋に収容されるのを恐れていた

洗練された雄弁な物語に仕上げています。
この作品は「現代そして未来の高齢者」に捧げられ、観客に、思いやり
を込めた教訓を与えてくれます。また老いることや介護施設で暮らすこと
の困難さを、ユーモアと気品を持って描くことで、どんなに老いても成長
し、学ぶことができるのだということを伝えてくれるのです。

が、仲間たちに助けられる。初めはぎこちなかった人間関係も変わってい

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
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Prize Winners［受賞作品］

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ The Best Work in Each Category［各カテゴリー最優秀作品］

The Best Work in the Pre-school Category
(The Minister of Internal Affairs and Communications Prize)

幼児向けカテゴリー最優秀賞
（総務大臣賞）
TV/film/video
テレビ／映画／ビデオ

TORD'S GARAGE

Recipient 受賞者
■Ragnhild Giaever
Director, Norwegian Broadcasting Company
(NRK)
■ラグンヒルド・ギアヴェル
ノルウェー放送協会（NRK）ディレクター

トードと小さな仲間たち

Prize Presenter プレゼンター
■Shinji Tarutoko
Minister for Internal Affairs
and Communications

Norwegian Broadcasting Company (NRK) • Norway
ノルウェー放送協会（NRK）• ノルウェー

■総務大臣

Content

樽床 伸二

anemone, but also to the process of scientific method. Tord’s Garage

Tord is a 9-year-old boy studying small wild animals in his garage.

presents rich and complex material in a child-friendly way and

In this episode, he has an aquarium with sea anemones. They look

delivers in an appropriate amount of time without “dumbing down”

like flowers living underwater–but are they? Tord enthusiastically

the content.

shares everything he knows about these odd animals. He shows
us how the anemone eats a piece of fish. He touches the anemone’s
tentacles to find out how it feels.

作品内容
家のガレージで小さな生きものを飼う9歳の少年トードを主人公とした
シリーズ番組。

Producer's Comments

(Ragnhild Giaever)

The idea behind Tord’s Garage is based on children’s fascination

今回の生きものはイソギンチャク。水槽の中で暮らす花のように見える
けど、本当は何だろう？

トードは、この変わった生き物に関するいろい

with small animals and bugs that live in their own “backyards.”

ろなことを熱心に調べていく。イソギンチャクが小魚を食べる様子が彼の

The program lets the viewers study them even closer, guided by an

目を通して紹介され、触手のチクチクした感触も彼の手を通して伝わって

inspiring and knowledgeable big brother. We wanted Tord to appear

くる。

as such.
We hope that knowledge of the smallest creatures in nature makes
our viewers curious and fascinated by nature overall, and that the
program can inspire them to take care of and explore nature.
So far we have produced 40 programs with Tord in his garage.
The prize and the experience of being in Tokyo during the JAPAN
PRIZE ceremony is a great motivation for us to continue making
educational programs for children.

制作者コメント

（ラグンヒルド・ギアヴェル）

「トードと小さな仲間たち」のアイデアは、身近な自宅周辺にいる小さ
な動物や虫に対する、子どもたちの強い興味がもとになっています。子ど
もたちは、物知りなお兄さんに導かれ、生き物に、より近づいて学びます。
トードはそういった役割を担っているのです。
自然界の小さな生き物についての知識が見る側の関心を誘い、自然全体
のすばらしさを知ることにつながって、番組が自然を大切にし、探求した
いという気持ちを呼び起こすことをめざしています。

Jury Comments

(Ava Karvonen)

Our jury saw many presenters (including child presenters) but this
9-year-old host is brilliant and stood out as the best in this category.

私たちはこれまで、トードとともに40のエピソードを制作してきました。
「日本賞」を受賞し、東京に滞在した経験は、子どもたちのための教育番
組を作り続ける大きな刺激となっています。

This episode brings the audience into the world of science in a
cost-efficient way by using a single set and real creatures (instead
of animation). Pre-schoolers are introduced not only to the sea

審査講評

（エイヴァ・カーボネン）

私たち審査委員は、（子どもの司会者も含めて）多くの司会者を見まし
たが、この9歳のホストは、カテゴリーの最優秀作品にふさわしい抜きん
出た才能を持っています。
このエピソードは、たった1つのセットと（アニメーションではなく）
本物の生き物を使った費用効率の高い制作方法で、視聴者を科学の世界へ
誘います。就学前の子どもたちは、イソギンチャクだけでなく科学的手法
の過程をも学ぶことができます。「トードと小さな仲間たち」は、内容を
薄めることなく子どもの視聴にふさわしい長さに作品をまとめ、子どもた
ちに分かりやすい方法で、豊かで複雑な素材を描いています。
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Prize Winners［受賞作品］

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ The Best Work in Each Category［各カテゴリー最優秀作品］

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

児童向けカテゴリー最優秀賞
（文部科学大臣賞）
TV/film/video
テレビ／映画／ビデオ

MY FARM–MY CLASSROOM
農場が私の教室

Recipient 受賞者
■Emani Krishna Rao
Senior TV News Correspondent,
Doordarshan India
■イーマニ・クリッシュナラオ
インド公共テレビ ドゥールダルシャン
テレビニュース記者

Prize Presenter プレゼンター
■Hirofumi Ryu
Senior Vice Minister of Education,
Culture, Sports, Science and Technology

Doordarshan India • India
インド公共テレビ ドゥールダルシャン • インド

■文部科学副大臣

Content

笠 浩史

作品内容

MY FARM – MY CLASSROOM is the story of Mayuri, a 7th-grade

インドの中で、開発の遅れた地域に住むマユリは7年生。環境にやさしい農

student in a government school in a backward region of India. She

業を実践し、農場の生物多様性を守ってきた80歳の祖母の農作業を記録して

profiles the life of her 80-year-old grandma, who practices ecological

いる。祖母の作付け方法で土地の豊かさが保たれ、多様な食物が収穫されて

agriculture and maintains a vibrant biodiversity on her farm.

いる。マユリは祖母を毎週末に訪ね、仲間とともに行う映像記録によって、エ

Through her cropping systems, she has maintained the rich fertility

コ農業を観察する。
また、
週末や休日に時間を見つけ、
イメージを視覚化したり、

of her soil and produces a wonderful yield of diverse foods. Mayuri

種まきから収穫までの過程を記録したり、植物の生育データを注意深く計測・

visits her grandma every weekend and observes her grandma’s

記録することで、祖母の農業を学んでいく。本作品は2011年「日本賞」企画

ecological farming. Whenever Mayuri and her friends have time

部門特別賞（日本ユネスコ協会連盟賞）を受賞した企画をもとに制作された。

during weekends and holidays, they reflect on grandma’s farming
through a visualization of images, recording the farming process
from planting season to harvest and meticulously measuring and
recording the plant growth data. They keep a photo album and

制作者コメント

（イーマニ・クリッシュナラオ）

インドのような発展途上国では、食料安全保障は極めて重要な問題です。
人口の70％が地方で生活していますが、伝統が持つ価値に対する彼らの関

graph book of their records. This program won the Special Prize in

心の薄さが、食料生産の保障を阻む要因になっています。都市部では、ファ

the JAPAN PRIZE 2011 TV Proposal Division.

ストフードを好む若者がどんどん増えています。
このような背景から、マユリとともにこの作品を作りました。マユリは、

Producer's Comments

(Emani Krishna Rao)

長い年月を経た祖母の知恵、そして地域社会が共有する食料自治の価値観

Food security is vital for a developing country like India. With 70

を案内する旅に、視聴者を誘います。適切な環境と励ましがあれば、マユ

percent of its population living in villages, their lack of interest in

リのような、村の女の子でもここまでできるのだということを、彼女は証明

traditional values is the main hurdle for ensuring food production. In

してくれました。

cities, we find that more youngsters are switching over to fast food.
It is with such a background that I made the film with Mayuri.

私は公共放送の人間として、テレビが若者と伝統を再びつなげるきっか
けになりうることに気づかされました。

She takes the audience through a journey to introduce the age-old
wisdom of her grandmother and the values of her community in

審査講評

（エイヴァ・カーボネン）

food sovereignty. Mayuri proves that a village girl like her can be

この作品の力は、極めて一地域に限定した物語でありながら、世界的に

capable, if provided with the right environment and encouragement.

重要なメッセージをはらんでいる点にあります。私たちはモンサント社訴

As a public broadcaster, we see the possibility that television could

訟や遺伝子組み換え食物の時代に生きており、若者が農家の伝統的な知恵

give a chance to youngsters to be reconnected with their traditions.

を尊重せず、また食べ物を自ら育てることのない世界に生きています。
マユリが収集する知識は、教師のものだけでなく、地域社会と高齢者の

Jury Comments

(Ava Karvonen)

The power of this film is that the story is intensely local but its

知識です。またこの作品ではマユリや友人たちが自らカメラで撮影し、伝
統 的 な 農 業 や、

message also has a global significance. We live in a time of Monsanto

生物多様性の大

lawsuits, genetically modified foods, a time where young people no

切さを発見して

longer value the traditional knowledge of farmers or know how to

い る た め、 映 像

grow their own food.

制 作 を、 子 ど も

The knowledge Mayuri gathers comes not only from her teachers,

たちの身近なも

it also comes from her community and her elders. This film also

のにしています。

demystifies filmmaking by putting the camera into the hands
of Mayuri and her friends as they discover the importance of
traditional farming and maintaining biodiversity.

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
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Prize Winners［受賞作品］

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ The Best Work in Each Category［各カテゴリー最優秀作品］

The Best Work in the Youth Category
(The Minister of Foreign Affairs Prize)

青少年向けカテゴリー最優秀賞
（外務大臣賞）
TV/film/video
テレビ／映画／ビデオ

DEAF JAM
Deaf Jam 〜聴いて！ 私の手話の詩（うた）〜
Made-By-Hand/Independent Television Service (ITVS)/City Lore • United States
メイド・バイ・ハンド／インデペンデント・テレビ・サービス（ITVS）／シティ・ロア • アメリカ

Content

Recipient 受賞者
■Judy Lieff
Director/Producer, Made-By-Hand
■ジュディ・リーフ
メイド・バイ・ハンド
ディレクター／プロデューサー

Prize Presenter プレゼンター
■Hirotami Murakoshi
Parliamentary Vice-Minister for
Foreign Affairs
■外務大臣政務官

村越 祐民

as a disability to that of a precious culture.

Aneta Brodski is an Israeli immigrant living in New York City. She
is a deaf teen introduced to American Sign Language (ASL) Poetry

作品内容

which is a vibrant three-dimensional art form where body movements

ニューヨーク市に住むイスラエル移民で聴覚障害のある少女アネタは、体

convey meaning. Aneta meets Tahani, a hearing Palestinian slam poet.

全体を使い言葉を表現するASL（アメリカ手話）を使った詩の朗読パフォー

Friendship and respect transcend politics as the two women embark

マンスを知る。
「アメリカ手話詩」は声を発しない、ボディーランゲージの

on a collaboration/performance duet–creating a new form of slam

みのパフォーマンスだ。

poetry that speaks to both the hearing and the Deaf.

アネタはある日、パレスチナ移民のタハーニという詩人で聴者の少女と出
会う。政治的背景を超え、互いに友情と尊敬の念を抱くようになった2人は、

Producer's Comments

(Judy Lieff)

What I learned in the process of making this film was that most deaf
students have not been exposed to sign language poetry–an engaging

アネタが体で表現し、タハーニが声で詩を朗読する、独自のパフォーマンス
を作り上げる。2人のコラボレーションは、聴覚障害者にも聴者にも伝わる、
ASLの新たな世界を築き上げる。

three-dimensional art form–and that many deaf students are born into
hearing families where sign language is not practiced. What began
as a mission to bring together hearing and deaf teens through poetry
became an initiative to revitalize an endangered art form.
Communication and self-confidence are crucial to success in life and

制作者コメント

（ジュディ・リーフ）

作品制作の過程で分かったことは、聴覚障害のある学生のほとんどが、
魅力溢れる3次元の表現形態であるこの手話詩に触れたことがないこと、そ
して手話を使う習慣のない聴者の家庭に生まれたことでした。聴者と聴覚

empowerment lies in emphasizing what is unique to oneself. For the

障害者の若者を、詩を通してつなげようとして始めた試みは、存続が危ぶ

Deaf, many educational systems are focused on merging the Deaf into the

まれるこの芸術形態を活性化するということにつながりました。

hearing world without providing education about their cultural identity.

人生の成功において、コミュニケーションと自信を持つことは極めて重要

I hope Deaf Jam will inspire a new generation of sign language poets and

です。
そして自分がいかに他と異なるものを持っているかを強調することが、

provide a window–for you the audience–into an extraordinary art form.

自信につながります。聴覚障害者に対する教育のほとんどは、その固有の
文化を大切にすることではなく、聴者の社会に溶け込むための努力に注が

Jury Comments

(Marcus Vlaar)

れています。この作品が、新しい世代の手話詩人たちに刺激を与え、この

Deaf Jam tells the story of a deaf high school girl, Aneta, who

類まれな芸術形態の世界への窓が、作品を観た人たちに向けて開くことを

discovers a unique way to express herself in three-dimensional

願ってやみません。

gesture poetry, called ASL Poetry. This fascinating art form, based on
American Sign Language (ASL), is a unique cultural phenomenon

審査講評

（マーカス・ヴラル）

that transcends the deaf world. In the documentary, the poems are

「Deaf Jam 〜聴いて！ 私の手話の詩（うた）〜」は、ジェスチャーを使っ

brought even more to life for a hearing audience by the effective and

た立体的な詩作表現であるASL Poetry（アメリカ手話詩）という異色の表現

inventive use of animated text and sound effects. Although Deaf Jam

方法に出会った、聴覚障害のある高校生の少女アネタの物語です。アメリカ

is primarily about a deaf girl and deaf culture, it touches universal

手話に基づいたこの魅力的な芸術形態は、聴覚障害の世界を超え、異例の文

themes that will appeal to any teenager: building identity and self-

化現象を巻き起こしています。このドキュメンタリーで彼らの詩は、番組で使

confidence, expressing oneself and facing the future. The effort of

われている印象的かつ独創的なアニメ化された文字や音響効果を通じて、聴

16

the producers to really get

覚障害のない観客にいっそう生き生きと伝わってきます。また、聴覚障害のあ

inside the deaf community

る少女とその文化を描いていると同時に、アイデンティティの確立、自尊心、

h a s re s u l t e d i n a r i c h

自己表現、将来に向き合うことなど、あらゆるティーンエイジャーの心を動か

and vibrant story full of

すような普遍的なテーマに触れています。そして、聴覚障害者の世界に本当

unexpected twists. Most

に溶け込もうとする制作者の努力により、予想外の展開に満ちたスリリング

of all, Deaf Jam changes

かつ豊かな物語になるとともに、何よりも、聴覚障害が「障害」であるという

our perception of deafness

私たちの認識を変え、貴重な「文化」だということを教えてくれます。

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA

Prize Winners［受賞作品］

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ The Best Work in Each Category［各カテゴリー最優秀作品］

The Best Work in the Continuing Education
Category
(The Governor of Tokyo Prize)

生涯教育カテゴリー最優秀賞
（東京都知事賞）
TV/film/video
テレビ／映画／ビデオ

THE COSMIC SHORE
せん

NHKスペシャル

宇宙の渚 第1集 謎の閃光スプライト

Recipient 受賞者
■Hideki Tazuke
Head of Science Programs Division,
Program Production Department,
Japan Broadcasting Corporation (NHK)
■田附 英樹
日本放送協会（NHK）
制作局科学・環境番組部 部長

Prize Presenter プレゼンター
■Sadao Shoji
Deputy Director General, Tokyo Metropolitan
Government Office of Education

Japan Broadcasting Corporation (NHK) • Japan
日本放送協会（NHK）• 日本

■東京都教育庁 次長

Content

庄司 貞夫

our world, and that there still are great things to discover out there.

Just as waves make an exchange between sea and land, between
the Earth and Space there is something we call the “Cosmic Shore”–

作品内容

a boundary zone ten to several hundred kilometers above Earth,

海と陸の境界を「渚」と呼ぶように、流星が飛び交いオーロラが輝く、

which is the birthplace of phenomena such as auroras and shooting

高度十数キロから数百キロの地球と宇宙の間を「宇宙の渚」と名付けた。

stars. NHK has developed a super-sensitive HDTV camera that has

NHKは宇宙用超高感度ハイビジョンカメラを開発し、宇宙の渚で起こるさ

succeeded in capturing from the International Space Station the first-

まざまな現象の撮影に初めて成功した。第1集では、飛行機のパイロットや

ever high-quality images of the various phenomena that occur. This

宇宙飛行士によって目撃されてきた謎の閃光「スプライト」に焦点を合わ

episode focuses on the phenomenon of “sprites,” mysterious lights that

せる。宇宙に向かって放たれるスプライトの撮影にも成功し、その正体を

were once only seen by astronauts and pilots. The program succeeds in

解き明かした。映像からは、気象現象をはじめ、地球が宇宙から大きな影

capturing images of these sprites from above and below, revealing the

響を受けていることが明らかになる。

はざま

extraordinary connections between space and Earth. Even our weather
is affected by the electricity carried into the “Cosmic Shore.”

制作者コメント

（田附 英樹）

いま振り返ると、無茶な挑戦だったなと冷や汗が出ます。できたてのカメ

Producer's Comments

(Hideki Tazuke)

ラを宇宙に持ち込み、世界初の映像を撮るという目論見でした。国際宇宙

Reflecting back, I get chills that we took on such a reckless challenge.

ステーションにカメラを持ち込むには無数の安全審査があり、ようやく宇宙

The plan was to take a freshly-made camera into space to film something

へ行けたとしても、オーロラやスプライトなどの現象が起こる保証はありま

the world had never seen before. Despite the numerous struggles through

せん。起こったとして、
本当に写るかどうかは、
やってみないと分かりません。

safety measures to take a TV camera into an International Space Station,

番組が大失敗する夢を何度も見ました。結果的に、番組を成功させたのは、

and thence into space, there was no guarantee that auroras or sprites

あくなき好奇心でした。好奇心に突き動かされて、NHK技術者がカメラを開

would occur. Even if they did, there was no telling whether they would

発し、JAXAの皆さんが何とか宇宙に持ち込もうと頑張り、古川聡宇宙飛行

actually show up on film until we actually tried. I dreamt that our venture

士が情熱をこめて撮影し、ディレクターたちが物語を紡ぎました。この受賞

failed a number of times. In the end, it was the inexhaustible curiosity

を励みに、今後も好奇心いっぱいに無茶な挑戦をして、番組を見た人の心の

that led to success. Curiosity spurred NHK technicians to develop a

栄養になるような番組を作りたいと思います。ありがとうございました。

brand-new camera, drove JAXA members to gain authorization to take
the camera into space, and led to the passionate filming of astronaut

審査講評

（マッツ・ルンディン）

Satoshi Furukawa, and the program directors wove the story. Taking this

「宇宙の渚」は、科学における壮大な旅の事業を物語として織りなし、教育

award as encouragement, I would like to continue to undertake reckless

メディアの天上に輝く星のように美しく仕上げられた作品です。NHKはこの

challenges driven by boundless curiosity, and produce programs to

事業によって、科学番組を作るだけでなく、科学そのものを作り上げました。

nourish the hearts of the viewers. Thank you very much.

このような事業を実現するという勇敢さを持つメディア制作者は、世界中を見
ても多くありません。この作品は私的であると同時に社会的です。視聴者は、

Jury Comments

(Matz Lundin)

The way Cosmic Shore intertwines the undertaking of a vast

故人であるイスラエル人宇宙飛行士の運命を知り、日本人である彼の仲間が
彼の探索を受け継ぎ、推し進め、そしてさらにその先へ行こうとする様子を

scientific journey and a beautifully crafted film lights up like a shining

目撃します。この事業は、こ

star on the heavens of educational media. NHK is with this project in

の世界をよりよく知るために、

fact making science–as well as making a science documentary. There

人類は互いに協力することが

are few media companies in the world bold enough to take on such an

できるということ、そしてこ

enterprise. The film was both personal and societal. We learned about

の世の中にはまだ未発見のす

the fate of a deceased Israeli astronaut and how his fellow Japanese

ばらしいものがあるというこ

spaceman continued his quest, taking it far and beyond. The project

とも教えてくれるのです。

demonstrates that man can work together for a better knowledge of
INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
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Prize Winners［受賞作品］

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ The Best Work in Each Category［各カテゴリー最優秀作品］

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

イノベイティブ・メディア カテゴリー最優秀賞
（経済産業大臣賞）
Website
ウェブサイト

THE ALZHEIMER EXPERIENCE
アルツハイマー病を知る

Recipient 受賞者
■Yaniv Wolf
Marketing Manager, Submarine
■ヤニヴ・ウォルフ
サブマリン
マーケティング・マネージャー

Prize Presenter プレゼンター
■Yosuke Kondo
State Minister of Economy,
Trade and Industry

Submarine • Netherlands
サブマリン • オランダ

■経済産業副大臣

Content

近藤 洋介

作品内容

The Alzheimer Experience is an interactive web experience that

徐々に症状が進んでいくアルツハイマー病の衝撃的な世界についての理

immerses viewers in the devastating inner world of the degenerative

解を深めることができるウェブサイト。双方向の案内によって、多くの人

condition known as Alzheimer’s. An interactive navigation guides

を苦しめているこの病気が引き起こす混乱や恥ずかしい思いが解説される。

viewers through the confusion and shame of this ubiquitous disease.

サイト訪問者は、患者、家族、そして介護者と立場を切り替えながら、22の

A series of the 22 scenes can be viewed from the perspectives of the

場面がそれぞれどのように違って見えるかを体験し、現実の世界と患者の

patient, family members and caregivers. By watching the scenes

認識とのギャップについて理解を深めることができる。さらにメニューボ

through the eyes of the different characters, the viewer will experience

タンを操作して専門家の解説も聞けるようになっている。

the gap between the real world and the patient’s perception of reality.
In addition, the experience offers professional expertise that can be
consulted by using the menu at the bottom of the screen.

制作者コメント

（ブルーノ・フェリックス）

アルツハイマー病への認識を変える経験の機会を作ることは大きな挑戦
でした。映像や物語の持つ力や普遍性を強く信じる私たちは、観客が患者

Producer's Comments

(Bruno Felix)

の立場を理解できる双方向の映像作品というスタイルを選びました。

It has been a challenge for us to create an experience to change

アルツハイマー病は今日の高齢化社会において最も大きな課題の1つで

the perception toward Alzheimer’s disease. We took up a style of

す。私たちは、治療と同じくらい、介護の質の向上も重要だと考えます。そ

an interactive film allowing the audience to get under the skin of a

のためには介護を受ける人々への深い理解が不可欠で、それこそがこの作

patient because we strongly believe in the power and universality of

品で成し遂げようとしたことでした。

cinema and dramatic stories.

他の国や地域の人々ともこの体験を共有し、さらにはうつ病で苦しむ人々

Alzheimer’s disease is one of the biggest issues in today’s aging

など、別の分野の介護にもこのスタイルを適用したいと考えています。この

society. We stress that increasing the level of care is as important

賞をいただいたことは、私たちの目標をより早く実現する確かな一助となる

as curing the disease. To do this, it is essential to have a deep

でしょう。

understanding of the persons you take care of. This is what we tried to

審査講評

achieve in this production.

（マーカス・ヴラル）

We hope to share this experience with people in other countries and apply the

「アルツハイマー病を知る」は、容易にアクセスできる、双方向性を持っ

style to other fields of care, such as those dealing with people who suffer from

た作品です。2人のアルツハイマー病患者の生活における一連の典型的な状

depression. This prize will definitely help us achieve our goals more quickly.

況を、視聴者に見せていきます。視聴者は、簡単なナビゲーション・ツー
ルを使って、患者、家族、介護者、第三者の視点に切り替えることができ

Jury Comments

(Marcus Vlaar)

ます。患者の現実認識に気づくことで、視聴者はこの病気が持つ複雑さへ

The Alzheimer Experience is an easily accessible interactive narrative

の理解を深め、患者や関係者が体験する混乱や恥ずかしさ、いらだち、後

that immerses the viewer in a series of typical situations in the life of

悔の念とどのように折り合いをつけるのかを知ることができるのです。私た

two Alzheimer’s patients. A simple navigation tool allows the viewer

ち審査委員は、この画期的なアプリケーションが、増え続けるアルツハイ

to control the viewpoint and switch perspectives between the patient,

マー病患者に対する介護の質を高めることに貢献し、またうつ病や自閉症

family members, caregivers and bystanders. By becoming aware of

のような、他の精神

the patient’s perception of reality, the viewer’s understanding of the

状態にも適用できる

complexity of this disease is effectively improved, as well as how to

大きな可能性を秘め

deal with situations that cause confusion, shame, frustration or guilt

ていると確信します。

to either patient or relatives. The jury believes that this innovative
application contributes to the improvement of the quality of care for
the increasing group of Alzheimer’s patients, and has great potential to
be extended to other mental conditions like depression or autism.
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Prize Winners［受賞作品］

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ Special Prize［特別賞］

The Maeda Prize
前田賞
TV/film/video

About the Maeda Prize［前田賞］

テレビ／映画／ビデオ

The Maeda Prize was established in memory of Yoshinori Maeda, who made great efforts to develop the JAPAN
PRIZE from 1965 to 1972 as President of NHK.
1965年の「日本賞」創設から第8回まで、コンクールの発展に努めた、故・前田義徳 元NHK会長を記念した賞です。

Recipient 受賞者
■Walid Tamim
President, Aria TV

ANGAK, BANGAK AND
CLOLA SANGAK (ABC)

■ワリッド・タミム
アリア・テレビ 会長

Prize Presenter プレゼンター
■Elena Maeda
Daughter of Former President of NHK,
Yoshinori Maeda

アンガク、バンガク、クローラ・サンガクが行く

■元NHK会長 前田義徳長女

前田 エレナ

Aria TV • Afghanistan
アリア・テレビ • アフガニスタン

Content

訪れる。宮殿は1993年の内戦による爆撃で破壊された。3人は、宮殿の歴

Angak, Bangak, and Clola Sangak is a program series that teaches the
importance of learning about history. With a magical stick, the three

史的な意義と同時に平和の尊さを学ぶ。
＊アンガク、バンガク、クローラ・サンガクは番組の主人公3人の名。

protagonists invite the viewers into the world of history. In each
episode, the three visit one of the historical sites in Kabul and learn
various details related to the site, from sight-seeing tidbits to societal
issues concerning human rights, peace, sanitation, education, and
gender equality.

制作者コメント
（アリアTV最高経営責任者

アジュマル・オバイド・アビディ）

「アンガク、バンガク、クローラ・サンガクが行く」は、アフガニスタン
の子どもたちに親しまれている民話に基づいて、「意識を変えて、未来を

In this particular episode, the three pay a visit to Darul Aman
Palace, located on the outskirts of Kabul. The palace was destroyed

変えよう」をモットーに、メッセージ性のある情報を楽しく伝えます。今
や子どもたちの人気番組です。

after the bombing raids during the civil strife that occurred in 1993.

アフガニスタンの子どもたちは現在、暴力、虐待、搾取、教育放棄など

As Angak, Bangak, and Clola take in the ruins of Darul Aman Palace,

の大きな危険にさらされています。番組は、子どもの基本的権利や社会問

they absorb the historical significance of the site and, simultaneously,

題を取り上げ、高い意識と責任感を持った民主的な市民社会を構築するこ

learn the preciousness of peace.

とを目指しています。
この番組が一次審査を通過し、受賞に至るとは、予想もしませんでした。

Producer’s Comments
(Ajmal Obaid Abidy, CEO, Aria TV)

賞をいただいたことは、アリア・テレビだけでなく、アフガニスタンにお
けるすべての教育メディアにとって、大変な光栄です。

Angak, Bankag and Clola Sangak (ABC) is based on a popular
folklore fiction that almost all children in Afghanistan grow up with.
The show provides vital information that delivers messages with
the motto, “Changing Minds, Changing Future,” in an entertaining
manner. It is now a very popular show among the children in the
country.
Currently in Afghanistan, children are at extreme risk of violence,
abuse, exploitation and neglect. The messages in the show cover
issues related to basic rights of children and social problems with a
vision to create responsible, aware and democratic citizenship.
We never thought that ABC would be nominated and win a
prize. It is really an honor not only for Aria TV but also for all the
educational media in Afghanistan.

作品内容
子どもたちに歴史を学ぶ重要性を教えるシリーズ番組。3人の主人公た
ちは、魔法の杖で視聴者を歴史の世界へいざなう。彼らは、毎回カブール
にある史跡を訪ね、観光情報をはじめ人権、平和、衛生、教育、男女平等
などの社会問題に至るまで、さまざまな知識を身につけていく。
この回では、主人公たちはカブール郊外にあるダルル・アマン宮殿跡を
INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA
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Prize Winners［受賞作品］

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ Special Prize［特別賞］

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

TV/film/video
テレビ／映画／ビデオ

ANOTHER NIGHT ON EARTH
今夜も世界の片隅で

Recipient 受賞者
■David Munoz
Director, HIBRIDA
■デイビッド・ムノズ
イブリダ
ディレクター

Prize Presenter プレゼンター
■Tomoyuki Sakurai
Executive Vice President of the Japan
Foundation

HIBRIDA • Spain
イブリダ • スペイン

■独立行政法人 国際交流基金 理事
櫻井 友行

Content

作品内容

Egypt, a country under revolution. Cairo, a mega-city with the

革命下のエジプト。世界で最悪の交通渋滞の巨大都市カイロ。果てしな

worst traffic in the world. Constantly trapped in endless traffic jams,

い渋滞に巻き込まれながら、乗客とタクシー運転手が自らの現在や未来に

taxi drivers and their passengers reflect on and debate about their

ついて考え、話し合う。タクシーの中に設置されたカメラは、彼らの会話

present and future. As the cameras set up in the taxis silently record

を静かに記録し、観る側は、次第に彼らの生活の細部を知っていく。エジ

their discussions, the viewers begin to discover the details that

プト社会が日々直面する課題や、未来への希望など、運転手や乗客の本当

draw out their lives. From the daily challenges faced in Egyptian

の声を聞かせる。語り合いから生まれる相互理解の重要性が全編にわたっ

society to hopes for the future, the genuine voices of the drivers and

てきわ立つ。

passengers are revealed. The importance of mutual understanding
achieved through interactive discussions shines through in this film.

制作者コメント

（デイビッド・ムノズ）

第39回「日本賞」国際交流基金理事長賞をいただいたことは、審査委員

Producer's Comments

(David Munoz)

の皆さんが、作品がエジプトの人々とのつながりを作り、エジプト社会へ

I feel truly honored to have received the Japan Foundation

の理解を高めていると判断されたことを意味し、心から名誉を感じていま

President’s Prize at JAPAN PRIZE 2012, as it meant that the Jury

す。この作品は、2011年のエジプト革命という困難な時期に、エジプト

concluded that ANOTHER NIGHT ON EARTH could make some

の人々を見つめ、彼らの声を聞くために、ダイレクトシネマのスタイルを

connection to the Egyptian people, improving our understanding

とっています。タクシーの中でインタビューをしたり、話題を設定したり、

of their society. ANOTHER NIGHT ON EARTH is a direct cinema

会話を演出するといった干渉をしないことが、私の意図でした。むしろ、

film, which was made to see and hear the Egyptian people during

タクシー運転手や乗客たちが、常にカメラを意識しつつ、言いたいことや

the difficult times of the Egyptian Revolution in 2011. My purpose

言うべきことを、何でも話してよいということにしました。こんなにも寛

was not to intervene in the film in the sense of making interviews,

大で、魅力的で、そして強さを持った人々に出会うことができ、私たちは

setting the topics or directing the conversations inside the taxis. On

とても幸運でした。彼らは、エジプトの人々についての価値ある情報を教

the contrary, taxi drivers and passengers could say whatever they

えてくれ、カイロのタクシー内での美しい夜を楽しませてくれました。

felt like or needed to say, being always aware of the camera. We were
so lucky to find such generous, charming and courageous citizens
who allowed us to learn from them, providing us with some useful
education on the Egyptian people and making us enjoy a beautiful
taxi night in Cairo.
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Prize Winners［受賞作品］

Audiovisual Division［コンテンツ部門］ Special Prize［特別賞］

The UNICEF Prize
ユニセフ賞

TV/film/video
テレビ／映画／ビデオ

BLOSSOM WITH TEARS

■石 永菁
日中友好会館 文化事業部長

花は涙とともに

Prize Presenter プレゼンター
■Kunihiko Hirabayashi
Director, UNICEF Tokyo Office

Zhejiang Satellite TV • China

■国際連合児童基金（ユニセフ）東京事務所
代表 平林 国彦

浙江衛星テレビ • 中国

Content

作品内容

The film tells the story of 11-year-old girl Yuan and 10-year-old boy

雑技団で曲芸を学ぶ、11歳の

Xiang, both of whom study acrobatics in an acrobatic performing

少女ユァンと10歳の少年シァン

group. On their thin shoulders they bear the full hope and future

の物語。2人の小さな肩にはそれ

of their families. As they grow older, survival as a performer in the

ぞれの家族のすべての望みと未来

acrobatic group becomes ever harsher and ever more competitive.

がかかっている。ユァンとシァン

Yuan and Xiang face severe physical and psychological hardships at

は、訓練を通じて精神的・肉体的

various points in the process of training; despite these hardships, the

困難を乗り越え、つらい生活の中

two eventually learn to find the buds of happiness in the midst of

にも自分なりに幸せのつぼみを見

their strict lives in their own ways.

いだすようになる。

Producer’s Comments

Recipient (Proxy) 受賞者（代理）
■Shi Yongjing
General Manager,
JAPAN-CHINA FRIENDSHIP CENTER

(Huaqing Jin)

Huaqing Jin,
Producer/Director
プロデューサー／ディレクター
金 華青

制作者コメント

（金 華青）

The documentary captured fate-changing moments such as when

このドキュメンタリーは運命が変わる瞬間をとらえています。とてつも

an introverted girl was weighted down by enormous pressure but

ない重圧に押しつぶされていた内気な少女が、西安雑技団への入団が決

later on felt extreme relief after being employed by Xi’an Acrobatic

定して大きな安心感に包まれるシーンや、少年が巡業に参加できず、悲し

Troupe. The camera also caught the scene of one saddened boy

みに暮れてロッカー室に隠れている場面などです。「花は涙とともに」は、

hiding in the locker room after being disqualified from a touring

まれな環境におかれた子どもたちの一団が、明るい未来を手に入れながら

opportunity. Blossom with Tears told the story of how this unique

も重荷にあえぎ、失うものも多いという不運な子ども時代を、もがきなが

group of children struggled in their unlikely childhood days, earning

ら生きてゆく物語です。

a good future yet suffocated by burdens and even more loss. . . .
Young children bear their fathers’ expectations on their childish
shoulders, making them gasp and moan for success. Dear children,

子どもたちは、小さな肩に父親たちの期待を背負って、成功に向かって
あえぎ、そしてうめきます。親愛なる子どもたちよ、涙をふきなさい。私
はあなたたち自身の甘く幸せな人生が来ることを心から祈ります。

dry your tears and I wish you a sweet and happy life of your own.
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優秀作品
の紹介

Runners-up

Audiovisual Division (The Pre-school Category)
ENE MENE BU (AND IT’S UP TO YOU)
Der Kinderkanal ARD/ZDF (KIKA), Germany
Begun on September 2011, each episode of this program utilizes everyday
items for children and is structured based on the creative ideas sent
to the broadcaster by the young viewers. This episode portrays a girl
drawing a life-sized self-portrait, children building a wooden house, and
a boy making a mud painting. The weekly assignment section calls upon
viewers to print out the paper craft lion template from the website, build
the lion, and send it in to the broadcaster.

エネ・メネ・ブー： やってみよう！
キンダーカナル ARD/ZDF／ドイツ
2011年9月開始のこの番組は、毎回、子どもたちの身近にあるものを
活用し、また子どもたちから放送局に寄せられるさまざまな発想をも
とに構成する。この回では、等身大の自画像を描く女の子、木材で家
をつくる子どもたち、そして泥で絵を描く男の子が登場する。毎週1回
の、
「作って送ろう」コーナーでは、紙工作で作るライオンの型紙をウェ
ブサイトから印刷し、組み立ててライオンを作り、放送局まで送るよ
う視聴者に呼びかける。

ALPHABLOCKS
Alphablocks Ltd., United Kingdom
This animation program provides children with a fun and easy-tounderstand way of learning the alphabet. In this episode, characterized
alphabet blocks sing and dance as they introduce words with the same
short vowel sound, such as Cat, Sat, Mat, Rat and Vat. The songs are
catchy with plenty of repetition and builds into a great chorus as more
alphabet blocks join in towards a dramatic conclusion.

アルファブロックス
アルファブロックス／イギリス
子どもたちがアルファベットを楽しく、分かりやすく学ぶためのアニ
メーション番組。この回では、アルファベット・ブロックのキャラ
クターが歌って踊りながら、Cat, Sat, Mat, Rat, Vatなどといった、
同じ短母音を持つ単語を紹介する。覚えやすい歌が繰り返され、更な
るアルファベットが登場して大合唱となり、ドラマチックに完結する。

Audiovisual Division (The Primary Category)
MY 3 DAYS AS A MUSLIM
Public Television Service Foundation (PTS), Taiwan
Zi-Kuan and Jia-Xun, 12-year-old boys, are close friends who are invited
to spend 3 days with a Muslim family during their summer holiday. “Do
you suffer from discrimination because you are of the same faith as Bin
Laden?” “Do Muslims wear turbans because they don’t like to wash
their hair?” Coming face-to-face with hitherto un-encountered religious
taboos and cultural differences, the two gradually break through their
stereotypes.

PUR+: DON’T PUT UP WITH IT
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Germany
This episode focuses on a workshop on “bullying,” where children learn
clever and strong methods of countering bullies by enacting situations
in which classmates annoy, offend, or threaten another, and in which
teachers abuse their authority. Various perspectives on “bullying” are
shared through the story of a girl exposed to net bullying and a section
which parodies bullying situations. The program seeks to answer the
questions which all children and adults harbor.

Audiovisual Division (The Youth Category)
GET THE MATH
Thirteen WNET, United States
This website interactively combines video and web to help middle school
and high school students develop algebraic thinking skills for application
in real-world problems. Video segments begin by introducing profiles
of young professionals in such fields as music, fashion, videogame
development, restaurant management, and basketball, who then pose
challenges connected to their jobs. Viewers tackle these challenges by
using interactive tools provided on the website.

OPEN STORY
Finnish Broadcasting Company (YLE), Finland
A story called “Jimi” is the first in a series of five episodes written by
schoolchildren under 16 from all over Finland. The story is about Jimi, a
new student in school with a rebellious behavior who turns out to come
from a broken family dealing with substance abuse. The main storyline is
first broadcast without an ending, and young viewers submit their own
original written endings, of which three are then broadcast.
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コンテンツ部門 幼児向けカテゴリー

コンテンツ部門 児童向けカテゴリー
イスラム体験3日間
台湾公共テレビ／台湾

大の仲良しの12歳の男の子、ズークァンとジャーシュンは、イスラ
ム教徒の家庭に招かれ、夏休みの3日間を過ごす。「ビンラディンと同
じ宗教ということで差別されることはある？」「ターバンを巻くのは
髪の毛を洗いたくないからって本当？」初めて接する宗教的タブーや
文化の違いに向き合いながら、2人はこれまでの固定概念を徐々に打
ち破ってゆく。

PUR+（プールプラス）：がまんは禁物
第2ドイツテレビ／ドイツ
この回では「いじめ」についてのワークショップを紹介する。クラス
メイトが誰かを困らせたり、侮辱したり、脅したりする場面や、教師
が権力を乱用する場面を設定して、子どもたちが賢くかつ強く、いじ
めに反撃する方法を学ぶ。またネットいじめにあった女生徒の話や、
いじめをパロディ化したコーナーを通じて、さまざまな角度で「いじ
め」について話し合う。番組は、すべての子どもや大人が持つ疑問に
答えることを目指している。

コンテンツ部門 青少年向けカテゴリー
数学なんて怖くない！
WNET 13／アメリカ
代数の考え方を実社会の問題に応用する力をつけるために、ビデオ映
像とウェブを双方向的に融合した中高校生向けのウェブサイト。音楽、
ファッション、ゲーム開発、飲食店経営、バスケットボールなどの分
野で働く若いプロフェッショナルたちが、ビデオ映像で経歴を紹介し
た後に、仕事に関わる難問を出題する。視聴者はウェブサイト上の双
方向ツールを使ってその解答に挑む。

みんなで作る＜オープンストーリー＞
フィンランド放送協会 ／フィンランド
フィンランド国内の16歳未満の子どもたちが脚本を書いた5回シリー
ズの1回目。物語は反抗的な態度の少年ジミの転校初日から始まり、
やがて、彼が薬物依存によって崩壊した家庭で暮らしていることがわ
かる。物語は結末のない形でまず放送され、放送後、視聴者の子ども
たちが独自の結末を創作して応募し、うち3つが映像化され、放送さ
れた。

Audiovisual Division (The Continuing Education Category)
DESIRE OF CHANGHU
Zhejiang Satellite TV, China
Once a natural barrier to the desert in Northwest China, the Minqin
Oasis in Gansu Province is fading into desert in recent years, and the
Badain Jaran Desert, Tengger Desert and Kumtag Desert are expected to
merge into one. The film conveys a family’s living conditions in Changhu
village in Minqin. The program is a record of mankind’s struggle in the
confrontation with the natural phenomenon of desertification.

UNLUCKY NUMBER
Public Television Service Foundation (PTS), Taiwan
The documentary follows stray and neglected dogs in Taiwan. The Taipei
Animal Shelter is home to more than a hundred nameless stray dogs that
are merely given a set of numbers that mark its date of entry until the day
they leave the shelter. In their unforeseeable future, their departure may
be marked by their adoption or perhaps even death.

This TV program is part of a campaign against road accidents. The
program portrays family members struggling to return to daily life while
suffering the unbearable grief of losing a child or sibling; an ambulance
driver who performs rescues at the accident scene; police officers who
shoulder the heavy role of informing parents of the death of their child;
and a pastor who preaches that there is still something to live for.

ANOTHER NIGHT ON EARTH
HIBRIDA, Spain
See p. 20.

Bear 71 is an interactive web documentary told from the perspective of a
female grizzly bear, which was monitored by wildlife conservation officers
in the Rocky Mountains from 2001 to 2009. Her story illustrates how
we coexist with wildlife in the age of networks, surveillance, and digital
information. The project also features images taken by “trail cameras” set
up in hundreds of locations, which have captured wildlife in action over a
span of ten years, along with rich music and natural soundscape.

MISSIONS: SPRING
Camera Lucida Productions, France
Missions: Spring is a multiplatform project covering an extensive research
on the coming of spring across Europe. The website was constructed
with the intention of having volunteer participants offer their detailed
observations of nature to scientists. Participants understand the purpose
of their research via observation protocols provided by the scientists, and
the research results are posted online. Within the website community,
users interact with one another on each of the research projects.

ウェブサイト

コンテンツ部門 生涯教育カテゴリー

甘粛省民勤県は、中国北西部の砂漠地帯に面したオアシスであったが、
近年その砂漠化が進んでおり、バダインジャラン砂漠、トングリ砂漠、
そしてクムタグ砂漠も、いずれ1つに合流すると言われている。この
作品は民勤県の長湖村に住む家族を追ったドキュメンタリー。砂漠化
という困難な自然現象に直面する人間の記録である。

運命：数字で呼ばれる犬たち
台湾公共テレビ／台湾
台湾の野良犬や捨て犬を描くドキュメンタリー。
「台北動物の家」では、
名前のない野良犬を100匹以上保護している。犬には引き取られた日
付の番号のみが与えられ、施設を離れる日までその数字で識別される。
引き取られるか、死に至るか、犬の未来は予測できない。

コンテンツ部門 福祉教育カテゴリー

ある瞬間：交通事故現場の10の物語
デンマーク放送協会／デンマーク
交通事故防止キャンペーンの一環として制作されたテレビ番組。子ど
もやきょうだいを失うという耐えがたい悲しみの中で、日常を取り戻
そうと苦闘する遺族たちや、事故現場で救援活動を行う救急車の運転
手、子どもの死を親に伝えるという重い役目を担う警察官、そして、
それでもまだ生きる意味はあると説く牧師らを描く。

今夜も世界の片隅で
イブリダ／スペイン
20ページ参照。

Audiovisual Division (The Innovative Media Category)
BEAR 71
National Film Board of Canada (NFB), Canada

Websites

TV ／映画／ビデオ

長湖村の渇き
浙江衛星テレビ／中国

Audiovisual Division (The Welfare Education Category)
A SPLIT SECOND - 10 STORIES FROM THE ROADS
Danmarks Radio (DR), Denmark

TV/film/video

コンテンツ部門 イノベイティブ・メディア カテゴリー

クマ番号71
カナダ国立映画制作庁／カナダ
ロッキー山脈の野生動物保護官によって2001年から2009年の間に観察
されたメスのグリズリーの視点で語られる、双方向的に体験できるウェ
ブ・ドキュメンタリー。熊が語る物語は、ネットワークや監視システ
ム、デジタル情報の時代において、人間が野生動物といかに共生する
かを例示している。また、このプロジェクトが野生動物の通り道の数
百か所もに設置したカメラで、10年間にわたってとらえた動物たち
の映像も、豊かな音楽や自然の音とともに楽しむことができる。

「春」調査隊
カメラ・ルシーダ・プロダクション／フランス
「『春』調査隊」はマルチプラットフォームを利用して、ヨーロッパ全
土に渡って春の訪れを大々的に調査するプロジェクト。ウェブサイト
は、ボランティアの参加者が詳細な自然観察を科学者に提供する目的
で作られた。参加者は科学者が作成した観察方法の指示書によって研
究目的を理解し、観察結果はウェブに投稿される。本サイトのコミュ
ニティ上で、各々の観察計画について交流することもできる。
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Prize Winners［受賞作品］

TV Proposal Division［企画部門］ The Best Proposal Award［最優秀賞］

The Hoso Bunka Foundation Prize
放送文化基金賞

BELIEVE IN YOURSELF
自分を信じて

Recipient 受賞者
■Neeta Shapkota
Chairperson, Joining Hands Nepal (JHN)
■ニータ・サプコタ
ジョイニング・ハンズ・ネパール（JHN）
会長

Adults 大人向け
Prize Presenter プレゼンター
■Hiroshi Shiono
President of the Hoso Bunka Foundation

Joining Hands Nepal (JHN) • Nepal

■公益財団法人放送文化基金 理事長
塩野 宏

ジョイニング・ハンズ・ネパール（JHN）• ネパール

Content

企画内容

The documentary is based on the factual story of a 21-year-

障害児のための孤児院で育った21歳の女

old woman who grew up in an orphanage for the disabled. At the

性のドキュメンタリー。彼女は3歳でけが

age of three, she was involved in an accident which left her with a

のため、せき髄に障害を負い、車いす生活

spinal cord injury and physically restricted to a wheelchair. While

となった。障害者がより暮らしやすい環境

she vigorously challenges society for a more disabled-friendly

づくりを目指して活動する一方で、ファッ

environment, she also loves fashion and modeling and became the

ションやモデルの仕事が大好きな彼女は、

first wheelchair model of the country, serving as an inspiration for

ネパールで初めての車いすのファッション

both the disabled and able. This powerful woman claims that the

モデルとなり、障害のある人、ない人のい

“wheelchair is not my barrier; every adult has the potential to lead a

ずれにとっても励みとなる存在だ。
「車いす

beautiful life and fight for a more inclusive society.”

は私にとって障害ではない。すばらしい人生を送り、あらゆる人が参加で
きる社会をつくる力は、誰にでもある」と、彼女は力強く言う。

Producer's Comments

(Neeta Shapkota)

制作者コメント

In doing television programs back home in Nepal, I met with a
disabled girl who I thought could be a protagonist of a very inspiring

（ニータ・サプコタ）

ネパールでテレビ番組を制作する中で、私は障害のある少女に出会い、

educational program for the adults of Nepal. But funding is always a

彼女を主人公にすればネパールの人々を勇気づける大人向けの教育番組を

problem for us in producing educational TV programs. Under such

作ることができると思いました。しかし、教育番組制作に携わる私たちに

circumstances, I decided to enter in the JAPAN PRIZE TV Proposal

とって、資金の調達が常に課題です。このような状況で、
「日本賞」企画

Division and started research and came out with the story, Believe in

部門に応募することを決意し、リサーチを始め、「自分を信じて」の物語

yourself. I believe that you have to work rigidly on the concept once

を発表することにしました。「日本賞」に参加すると一度決めたからには、

you decide to participate in the JAPAN PRIZE. It is a big challenge

自分の構想を厳しく練らなければなりません。選ばれるのは大変ですが、

to be selected, and even more challenging to present your concept/

その後に審査委員の前で自分のコンセプトや企画のプレゼンテーションを

proposal in front of jurors. The Hoso Bunka Foundation Prize is one of

することはさらに大変です。放送文化基金賞をいただいたことは、より効

the great platforms for me to work ahead more effectively. It inspires

果的に前に進むための大きなステップの1つとなりました。また受賞は私

me and adds confidence in my ability. After winning the award, I can’t

を励まし、自分の力に自信を与えてくれます。受賞の瞬間から、私はすば

stop thinking about the project because from that day I gained more

らしいドキュメンタリーを制作する更なる責任を託され、この企画のこと

responsibility to come out with a wonderful documentary.

ばかりを考えています。

Jury Comments

審査講評

(Jacqueline Hlongwane)

Believe in yourself is the moving story of Amrita, a remarkable

（ジャクリン・ヒョンワニー）

この企画は、広い心を持ったすばらしい若い女性アムリタの感動的な物

young woman with a big heart. Her determination to make Nepal

語です。ネパールを障害者に暮らしやすい環境にするという決意を持ち、

a disabled-friendly environment and her efforts in working with

せき髄損傷で苦しむ人々が、人生を意義深いものにするために障害を受け

people who suffer from spinal cord injuries, helping them to accept

入れ、立ち向かうことに寄り添う彼女の努力は、立派で尊敬すべきもので

and cope with their disabilities in order for them to live more

す。

meaningful lives, is both commendable and honorable.

アムリタはモデルの仕事を通じて、障害のある人々に対する認識を変え、

Through her modeling career, Amrita is changing attitudes

ネパールがもっと包容力のある社会になるように人々に訴えています。彼

towards people with disabilities and encouraging the people of

女の物語とその強さ、勇気、思いやりは、彼女の国を越えて世界中で、障

Nepal to be a more inclusive society. Her story, strength, courage

害のある人にもない人にも、自分を信じるよう励ます力を秘めています。

and compassion have the potential of inspiring many people with or
without disabilities, both in her country and the rest of the world, to
believe in themselves.
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Prize Winners［受賞作品］

TV Proposal Division［企画部門］ Special Prize［特別賞］

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

Recipient 受賞者
■John Sanchez
TV Producer, Radio y Television de Colombia
(RTVC)

KIDS, CAMERA, ACTION
キッズ、カメラ、アクション！

■ジョン・サンチェス
コロンビア放送（RTVC）
テレビプロデューサー

Children 子ども向け

Prize Presenter プレゼンター
■Noboru Noguchi
Director General, The National Federation of
UNESCO Associations in Japan

Radio y Television de Colombia (RTVC) • Colombia
コロンビア放送（RTVC）• コロンビア

■公益社団法人日本ユネスコ協会連盟 理事長
野口 昇

Content

企画内容

Due to armed conflict and extreme poverty suffered by many

武力紛争や深刻な貧困のためコロンビア

people in rural areas of Colombia, a large number of families are

の農村部から都市部に一家で移住する多く

migrating to the cities, where they face various social problems. A

の人々が、さまざまな社会的問題に直面し

group of television producers photographed and performed video

ている。

workshops with children from such surroundings. In the process, the

あるテレビプロデューサーのグループが、

children gained an interest in expressing themselves through visual

ビデオワークショップなどを通じてこうし

media.

た地域の子どもたちに出会ううちに、子ども

A magazine-style program produced by children for children
with the help of TV producers, the program encourages children to

たちは、テレビで自分たちを表現することに
興味を持ち始めた。

think about and find solutions to the problems of their community

放送局の支援を得て子どもたちが、子どもたちのために作るこのマガジン

and offers them the opportunity to use television as a tool for self-

スタイル番組は、自分たちが住む街の問題について自ら考え、解決する力を

expression and active participation.

育み、テレビという手段を使って、意見を伝え、社会参加する機会を提供する。

Producer's Comments

(John Sanchez)

制作者コメント

（ジョン・サンチェス）

The idea to make a children’s television program produced by

子どもたち自身の手による子ども番組の制作というアイデアは、移住を強

children came from the experiences in the workshops that we’ve

いられ、弱い立場にある子どもたちとともに行ったワークショップで生まれ

held with children in vulnerable situations who suffer from forced

ました。私たちは、子どもたちがそれぞれに異なる問題に直面していること

displacement. We realized the different problems that they face and

を知り、彼らが問題を語り、意見を発表する機会を与えることの大切さを発

we discovered the importance of allowing them to speak and express

見したのです。

their views on the problems.

コロンビアでは、多くの人々が暴力にさらされています。子どもたちも、

Colombia is a country where violence continues to affect many

精神的、社会的、そして家族内の難しい問題と向き合わなければならないの

people. Children must face psychological, social and intrafamilial

です。このことから、
「キッズ、カメラ、アクション！」は、テレビを表現手

difficult situations. For that reason Kids, Camera, Action is focused on

段として、子どもたちが自尊心を取り戻し、権利を持った市民として行動で

using the television as a tool of expression so that they can recover

きるように支援することを目指します。

their self-esteem and take their positions as citizens with rights.

企 画 部 門
ファイナリスト

ヴィネイ・ライ
インド子どもフィルムフェスティバル（NGO/NPO）
プロデューサー／ディレクター

▲

Vinay RAI
CHINH, Producer/Director

KM Taj-Biul HASAN
Media Consultant, Dhrupad Communication
–Media for Education and Development

Athula PEIRIS
MAGIC LANTERN (PVT) LTD., Program Director

タズビウル・ハサン

マジック ランターン
番組ディレクター

▲

▲

少女ディルカシ

▲

▲

DILKASH

向け
Adults 大人
NEVER SAY NO! TO LIFE
人生にNO!はない

向け
Adults 大人
STANDING UP FOR CHILDREN

▲

向け
Teens 青少年

■India
インド

（In alphabetical order ／アルファベット順）

Proposal Division Finalists

アトゥラ・ピーリス

ドゥルーパッドコミュニケーション−教育発達メディア
メディアコンサルタント
■Bangladesh
バングラデシュ

立ち上がれ、
子どもたちのために

■Sri Lanka
スリランカ
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Programs from the Winning Proposals 2011
2011年受賞企画の完成番組
The 2011 Hoso Bunka Foundation Prize Winner

Malawi Institute of Education

Malawi

Caleb Muchungu

2011年放送文化基金賞受賞企画

マラウイ教育研究所

マラウイ

Film Production Officer
カレブ・ムチュング

OUR TV IS A CARTON !

＜映像制作統括＞

テレビはダンボール箱
Content
In a remote part of Malawi, school children are seated under a tree. The teachers are faced with a lack of
teaching resources; hence, they are being innovative and using locally available materials. For instance, a teacher
utilizes a used carton and creates a look-alike TV, in which pictures of animals and plants on a scroll paper appear to move as the scroll is wound on
an axle. This kind of innovative method of teaching is known as Talular (Teaching and Learning Using Locally Available Resources). This program is
intended to motivate teachers to be more interested in their instructional methods. We interview four model teachers who are frustrated with the lack
of teaching resources, and we see the vivid expressions of children benefitting from these innovative teachers.

企画内容
マラウイの中心部から離れた地域では、学校の子どもたちは木の下に着席し、教師は教材の不足を補うため、手に入る素材でアイデアと工夫を凝らす。こうし
た手法は「Talular（現地調達材料による教育と学習）
」と呼ばれ、たとえば、ダンボール箱に取りつけた巻紙に描いた動物や草花などが動く、テレビのような教
材などが使われる。この番組は、指導方法への教師の関心をかき立てることを意図している。教材不足と格闘する4人の教師にインタビューし、彼らの斬新な教
え方に目を輝かせる子どもたちを描く。

The 2011 National Federation of UNESCO Associations in Japan Prize Winner
2011 日本ユネスコ協会連盟賞受賞企画

• See p. 15

MY FARM – MY CLASSROOM

• 15ページ参照

農場が私の教室

Ye ar
Th e TV Prop os al Di vi sio n 10 th 念フォーラム］
Ce le br at io n Fo rum［企画部門10回記

October 22
10 月22日（月）

This forum was held in commemoration of the 10th year of the TV Proposal Division, first held in 2003.
本フォーラムは、2003年に新設された企画部門が第10回を迎えたことを記念して開催されました。

Screening of past winners

Panel Discuss

［パネルデ
ィ

［過去の企画部門受賞作品上映］
A SCHOOL AMONG GLACIERS
氷河を越えて

... A

• The Hoso Bunka Foundation Prize in 2003
2003年企画部門最優秀企画賞（放送文化基金賞）
受賞 ＜Bhutan／ブータン＞

EDUCATION ON THE BOAT:
HOPE FOR TOMORROW

... B

ボートは僕らの学校だ： 明日への希望
• The National Federation of UNESCO Associations
in Japan Prize in 2007
2007年企画部門特別賞（日本ユネスコ協会連盟賞）
受賞 ＜Bangladesh／バングラデシュ＞

LEARN TO EDUCATE
すべては読み書きから
• The Hoso Bunka Foundation Prize in 2005
2005年企画部門最優秀企画賞（放送文化基金賞）
受賞 ＜Afghanistan／アフガニスタン＞

There is a way そこに道はある
• The Hoso Bunka Foundation Prize in 2008
2008年企画部門最優秀企画賞（放送文化基金賞）
受賞 ＜Sri Lanka／スリランカ＞
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ion

スカッショ

ン］

Programs born ffrom th
tthe
h
TV Proposal Division light the
future
企画部門から生まれた番組が未来を照らす
The forum opened with a greeting by Ms. Chung of
Educational Broadcasting System (Republic of Korea),
who was the first Chairperson of the TV Proposal
Division.
In the following panel discussion, as Ms. Nierman,
the session moderator suggested, the session
proceeded with past prize winners reflecting on
educational situations in their own countries, influence
of their winning entries on these educational situations,
and future issues.
Mr. Muchungu participated in the session along with
the completed production of his last year’s winning
proposal Our TV is a Carton! (above). He reported
that interest in this documentary extended beyond

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA

Malawi to
neighboring
countries, and
stressed the
necessity of
inter-regional
support, both
as a program producer and a mentor of audiovisual
producers.
Mr. Hasan from Bangladesh underscored the
importance of urging government involvement and
investment, as well as commitment of professionals
in the present situation where vigorous action to
broadcasters is necessary to make educational
broadcasts a reality.
Mr. Wangchuk reported that the program A School
Among Glaciers provided the cue for the Bhutan
government to offer aid to teachers. In addition, under
the king of Bhutan’s supervision, a reformation of
the educational system is currently in progress, with
movements to incorporate “innovative learning” which
utilizes various types of media.
Mr. Noguchi stated that, while globalization and
urbanization bring benefits, they also threaten the

richness of language which is one of the core cultural
identities, and he outlined a peace-promotion project
which advances mutual understanding.
Near the end, Mr. Noguchi indicated that “education
is a human right” as advocated by the Universal
Declaration of Human Rights. This led to a lively
exchange of opinions involving session participants, in
which the role of media was discussed in eliminating
obstacles in economy, society, religion, health and
hygene throughout the world.
フォーラムは、第1回の企画部門審査委員長を務
めた韓国EBSのヒュンスク氏の挨拶で開会した。

状況と、作品がそれらに与えた影響、そして今後の

対する支援を始めたことを報告した。さらに国王の

課題」を軸に、企画部門の受賞者たちが、自らの経

指揮のもと、現行の教育システムを改革し、さまざ

験に基づいて語る形式で展開した。

まなメディアを駆使した「イノベイティブ・ラーニン

昨年の企画部門で受賞したムチュング氏は、番
組化した受賞企画「テレビはダンボール箱」（p.26）

また野口氏は、グローバル化や都市化は恩恵をも

を携えて参加。このドキュメンタリーに、マラウイ

たらす一方で、文化アイデンティティの中核をなす

を越えて周辺国からも関心が寄せられていることを

言語の豊かさを脅かすという側面を語り、相互理解

踏まえ、地域間協力の必要性を、番組制作者および

を進める平和推進のプロジェクトを紹介した。

映像制作者の育成者として語った。

最後に、世界人権宣言に、「教育は人権」と謳わ

バングラデシュのハサン氏は、テレビ局等に積極

れているとの野口氏の指摘を受け、世界各地の経済、

的に働きかけなければ教育番組の放送が困難な自国

社会、宗教、保健衛生における課題を克服するため

の現状に対し、政府の関与、投資の促進、専門家を

のメディアの役割について、会場の一般参加者を含

巻き込んだ番組作りの重要性を強調した。

め、活発な意見交換が行われた。

続いて行われたパネルディスカッションは、モデ

またワンチュク氏は作品「氷河を越えて」をきっ

レータ−のニアマン氏が掲げた「各国・地域の教育

かけに、ブータン政府が、番組の主人公など教員に

Moderator

グ」を導入する取り組みも開始されたという。

Speaker

Speaker

Speaker

Speaker

Meredith
NIERMAN

Dorji
WANGCHUK

KM Taj-Biul
HASAN

Caleb
MUCHUNGU

Noboru
NOGUCHI

メレディス・
ニアマン

ドルジ・
ワンチュク

タズビウル・
ハサン

カレブ・
ムチュング

野口 昇

Director of Digital Initiatives for
National Productions,
WGBH Educational Foundation
WGBH 教育財団
国内番組デジタル推進局長
＜United States アメリカ＞

Press Secretary to His Majesty the
King of Bhutan
ブータン王室広報室長
＜Bhutan ブータン＞

A

Media Consultant, Dhrupad
Communication – Media for
Education and Development
ドゥルーパッドコミュニケーション
ー 教育発達メディア
メディアコンサルタント
＜Bangladesh バングラデシュ＞

Winner (2003)
2003年受賞者

Film Production Officer,
Malawi Institute of Education
マラウイ教育研究所
映像制作統括
＜Malawi マラウイ＞

Director General,
The National Federation of
UNESCO Associations in Japan
公益社団法人
日本ユネスコ協会連盟 理事長
＜Japan 日本＞

Winner (2007)

B 2007年受賞者

Discussion

ン］

［ディスカッショ

How to collaborate with
producers of educational media
contents
教育コンテンツ制作者をどう育てるか
In this session, moderators Ms. Drisdell and Ms.
Ahlgren led a lively discussion among participants with
the question, “What kind of coordination and support
is necessary in order to materialize your proposals?”
Mr. Sanchez of Colombia said that participating in
the JAPAN PRIZE and meeting and sharing experiences
with associates from various countries led him to
great discoveries. Mr. Rai of India also stressed the
value of a place for learning such as the JAPAN PRIZE,
explaining how meeting with world peers furthers
personal education, which ultimately leads to the
improvement of educational programs and strengthens
ties worldwide.
Mr. Nikel of RAI, who actively takes part in such
activities in Europe, emphasized the importance of
“global media exchange,” or the sharing of contents,
ideas, and values, and the critical role of public service
media in this field. Ms. Chung of EBS introduced the
“Suitcase” activities of Prix Jeunesse, a contest for
youth programs in Munich. The “Suitcase” involves
taking Prix Jeunesse award-winning programs to
various areas of the world to perform workshops. Ms.
Drisdell of NFB introduced an NFB training program
in Haiti for film producers, and she talked about the
effectiveness of large organizations reaching out to
organizations in their neighboring areas in need of
support.

Ms. Hlongwane of SABC stated that it is relatively
easy to establish online communities that relay
production experiences and knowledge in order to
support young producers and that constructing library
archives of completed programs online leads to even
greater support.
In the end, the session concluded that “sharing”
brings improvement of program quality and is the key
to continuing the production. Many of the participants
voiced their expectations of the JAPAN PRIZE TV
Proposal Division to be a site for such sharing.

赴いてワー
クショップ
などを行う
「スーツケー
スプログラ
ム」を紹介
した。また、
ドリスデル氏は、所属するカナダNFBが、南米のハ
イチで行っている映画制作者向けの研修活動を紹介
し、大きな組織が近隣の、支援を必要とする組織に
手を差し伸べる方式の有効性を語った。
南アフリカSABCのヒョンワニー氏は、インター

ディスカッションでは、モデレーターのドリスデ

ネット上にコミュニティなどを立ち上げて、若手制

ル氏とアールグレン氏が掲げた、「企画を実現して

作者たちに経験や知識を伝えて制作活動を支援する

いく上で、どのような協力や支援が必要か」という

ことは比較的容易に始められ、さらに完成した作品

問いに対し、各国の参加者たちによる活発な意見交

をライブラリー化して利用拡大につなげれば一層の

換が行われた。

支援になるとした。

コロンビアのサンチェス氏は、
「日本賞」に参加

最後に、
「共有する」ことが作品の質を向上させ、

することで各国の仲間たちと互いの経験を分かち合

制作の継続を可能にしてゆく重要な点だということ

えたことは大きな発見だったと述べ、インドのライ

が確認され、そのような機会としての「日本賞」企

氏もこうした交流自体が自分自身の教育になり、そ

画部門に対する期待が多くの参加者から寄せられ

れが番組の質を高め、世界との連携強化につながる

た。

として、「日本賞」のような学びの場の必要性を強
調した。
ヨーロッパで制作者の交流・協
力活動に取り組んでいるイタリア

RAIのニケル氏は、「グローバル・メ
ディア・エクスチェンジ」
、すなわ
ちコンテンツやアイデア、価値を共
有することが重要と述べ、こうした
中での公共サービスメディアの役割
について語った。韓国EBSのチョン
氏は、ミュンヘンの青少年向け番組
コンクール、プリ・ジュネスが実
施している、作品を携えて現地に

Moderators

Deborah
DRISDELL

Mia
AHLGREN

デボラ・
ドリスデル

ミア・
アールグレン

Director General, Accessibility and
Digital Enterprise, National Film
Board of Canada (NFB)
カナダ国立映画制作庁（NFB）
デジタル推進局長
＜Canada カナダ＞

Policy Officer, The Swedish
Disability Federation
スウェーデン障害者連盟
政策担当官
＜Sweden スウェーデン＞
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CEM）

制作者会議（IP

世界
教育コンテンツ

International Producers Conference for
Educational Media (IPCEM)
In anticipation of next year’s 40th JAPAN PRIZE, a
new event was established this year. Educational
content producers and researchers from all over the
world gathered to exchange latest information and
their views on educational media.
「日本賞」が来年第40回を迎えるにあたり、今回開催した
IPCEM では、世界の教育コンテンツ制作者や研究者が一

開会挨拶

堂に会し、教育メディアの最先端の情報や意見を交換しま
した。

Workshop

Javad
MOTTAGHI

Walter
SUCHER

Naoji
ONO

ジャバド・
モッタギ

ヴァルター・
ズッヒャー

小野 直路

Secretary-General,
Asia-Pacific Broadcasting Union
アジア太平洋放送連合
事務局長
＜Malaysia マレーシア＞

Head of Science and Education
Department, Südwestrundfunk
(SWR)
南西ドイツ放送協会 (SWR)

Executive Vice President, NHK
NHK副会長
＜Japan 日本＞

教育・科学局長
＜Germany ドイツ＞

Wonderful Thinking & Evocative Contents
–Philosophical Thinking for Children

October 23
10月23日（火）

［スペシャル・ワークショップ］チャレンジ！ 哲学的テーマを子どもに 〜「幸せ」って何？〜
A recent trend, also observed in JAPAN PRIZE entries, is the increase in the
number of contents for children that take on the theme of philosophy. This workshop
aimed for content production that evokes children’s philosophical thinking by
stimulating their sense of wonder. The theme discussed was happiness, and the goal
was to come up with contents that trigger children to think on this topic.
The workshop began with the facilitator Mr. Ueda playing a guitar with paper
cubes in their hands singing along to a video of children dancing. After motivation
was increased with the fun exercise, the participants watched two TV programs that
encourage children to think on happiness. Afterwards, the participants wrote down
what happiness is to them on the sides of the cubes and exchanged ideas with
others using the cubes as a catalyst for discussion.
In the second half of the session, the participants divided into six groups. Each
group brainstormed how to produce a specific target media platform, such as a TV
program, website, or game, which induces children to independently think about
happiness. After 40 minutes, each group gave a 2-minute presentation. Six unique
contents were presented. They are Secret Gift Show portraying the surprise and
joy of opening a present; a web Dreamland for children to virtually experience the
daily life of adults, and a project called Jack-of-all-trades, where children post their
special skill online, calling for missions requiring that skill, and performance of the
mission is documented as a TV program.
The workshop developments
were documented live in two
wa y s. Th e y w e r e r e c o r d e d i n
colorful words and illustrations on
a large scroll paper by a person
called “scriber,” and videotaped
and edited on-the-spot for a
comprehensive overview of
the event. The two hours of the
workshop materialized visually

at the end of the workshop on a
large scroll and video, and viewing
these together helped all of the
participants to reflect on the shared
experiences and to engrain the
memories within their hearts.
子ども向けコンテンツに “哲学”
をテーマにしたものが近年増えて
おり、
「日本賞」応募作品にも同
じ傾向がうかがえる。子どもが驚き、
不思議に思う感性（センス・オブ・ワンダー）
を刺激し、哲学的思考を喚起するコンテンツを作ってみよう、というのがこの
ワークショップの狙いだ。テーマは「幸せ」
。子どもが幸せについて考えるきっ
かけとなるコンテンツを作る。
ワークショップはまず、進行役の上田氏がギターを演奏し、子どもが踊る映
像を見せ、手のひらサイズの紙の立方体（キューブ）を振って参加者全員で歌
うことから始まった。楽しく汗をかいて体温とモチベーションを上げたところ
で、子どもに「幸せ」を考えさせるテレビ番組を2本視聴。その後、参加者は
自分自身にとっての「幸せ」をキューブの6面にサインペンで書き入れ、それ
を見せ合って、周りの人と「幸せ」について意見交換した。
後半は6班に分かれ、テレビ、ウェブ、ゲームなど具体的なメディアを想定
して子どもに主体的に「幸せ」について考えさせるコンテンツ作りに取り組ん
だ。40分ほどの打ち合わせの後、それぞれ2分間のプレゼンテーションを披露
した。プレゼントを開けたときの驚きと喜びを届ける「シークレット・ギフト・
ショー」、大人の日常をバーチャル体験できるウェブサイト「ドリームランド」、
子どもが自分の特技をウェブに掲載し、その特技を活かせる課題を募り、課題
遂行をテレビ番組化するプロジェクト「何でも屋さん」など、個性的な6つの
アイデアが発表された。
会場では、大型のロール紙にカラフルな文字やイラストでワークショップの
展開を記録する “スクライパー” と、会場の様子を撮影して即時に編集するビ
デオ係によって、2つ
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が 進 行 し、 ワ ー ク
ショップの終了時に大
きな紙とビデオで視覚
化された。これらを会
場で見ることで、参加
者全員がこの日の共通
体験を振り返り、記憶
する助けになった。

Session

1

News Literacy
–Elevating Children’s Interest in Current Affairs

October 23
10月23日（火）

［セッション1］ニュース・リテラシー 〜ニュースの受け手、送り手としての子どもたち〜
新しいメディアデバイスの登場で、子どもたちに届くコンテンツの量は格段
に増えた。多様で大量の情報が溢れる現代では、子どもがニュース・リテラシー
を身につけることの重要性が増している。テレビ番組とウェブサイトの4つの
例で考えた。
今年の参加作品の1つ、タイの「ビタミン・ニュース」は、2011年に国内で
洪水が起きて被害が長期化した際、メディアが大人向けの情報しか提供しな
かったことの反省に立って、子どもたちが理解でき、行動に役立つニュース番
組を作ろうという意図でスタートした。出演の子役たちが楽しみながら報告し
ている様子がストレートに伝わる、洗練された娯楽性の高い構成で、インター
ネットの使い方からASEANの概要まで、幅広い分野を分かりやすく説明する工
夫がされている。
日本からは、NHKのドキュメンタリー「釜石の奇跡」が紹介された。東日
本大震災の際、日頃の防災教育で学んだことを活かして、子どもたちが大人

The development of new media devices has greatly expanded the amount of
contents accessible for children. With the great diversity and volume of information,
it is increasingly essential for children to develop news literacy. With this in mind,
four examples consisting of TV programs and websites were examined.
This year’s entry from Thailand, Vitamin News, was started with the intention
of offering a news program that is easy to understand and encourages action by
children; it was begun by the lesson learned during the 2011 flood that the media
provided information only for adults, when the country suffered a prolonged period
of damage. The program is sophisticated and highly entertaining. Child hosts show
the joys of reporting that are directly relayed to the viewers. Great effort is made to
provide understandable explanations on a wide range of fields, from how to use the
Internet to an overview of ASEAN.
The NHK documentary The Kamaishi Miracle was introduced from Japan.
It features the story of a group of children who made full use of their routine
emergency training and led adults in their local community to safety during the
Great East Japan Earthquake. In order to increase the appeal to children and to send
precise messages, scenes were animated at strategic points in the program and a
studio for guests was set up in the likeness of a classroom. There was concern that
actual disaster footage might have a negative emotional impact on the children,
but Kazuyo Fukuda, who was in charge of production, stated that they may be able
to confront the images if the educational motive of using such footage is clearly
explained.
Ms. Nierman of WGBH in the U.S., who was on the jury for 2009, presented
the year’s Grand Prix winner What’s Your News? (U.K.). In this program, children
stepping out into society by entering kindergarten report events around them in
their own words. Taking the format of general news they are able to pick up the
pace of news programs. With the assistance of animal characters, child reporters
reword and repeat their phrases. In the end, they wrap up their news like true
commentators.
Finally, a page with an overview of the presidential elections from the website
called pbskids.org from PBS (U.S.) was introduced. The page explains democracy
and government functions
through such activities as
Speakers
poster-making, etc. and
particularly underscores the
Natha
importance of expressing
MAHANTAPOL
one’s own opinions.
ナター・
Showing these examples
マハンタポン
the ideas were shared on
how to produce attractive
content for children, and
also how best to deliver
children’s own interests and
concerns.

Managing Director,
Superjeew Co., Ltd
スーパージウ株式会社
マネージング・ディレクター
＜Thailand タイ＞

たちを促し、先頭に立って地域社会の人々を避難させた物語である。番組では、
子どもに訴える力を高め、メッセージを的確に伝えるため、要所をアニメー
ションで表現し、スタジオ部分は教室風に設定した。震災の映像を使うこと
による子どもたちへの心理的影響が懸念されたが、教育的目的が適切に説明
されていれば向き合うことができるのではないかと、制作を担当した福田氏
は語った。
「日本賞」審査委員を務めた2009年のグラン
アメリカWGBHのニアマン氏は、
プリ作品、
「きみのニュースはな〜に？」（イギリス）を紹介した。幼稚園入園
で社会との接触が始まる子どもたちが、
周囲の出来事を自分の言葉で報告する。
通常のニュース・フォーマットのため、子どもにニュース番組風のテンポが伝
わる。リポーターの子どもは、進行役の動物キャラクターの助けで、言葉を言
い換えたり、繰り返したりするが、最後には解説者さながらにまとめる。
また、アメリカの公共放送（PBS）の子ども向けウェブサイトpbskids.orgの、
大統領選挙を解説するページが取り上げられた。ポスター作りなどを通して民
主主義と政府の機能について説明し、とりわけ、自分の意見を表明することの
大切さを伝えている。
これらの取り組みをもとに、子どもたちの関心に応える魅力的なコンテンツ
をどう届け、また彼ら自身の関心事や意見をどう発信させるべきかについて、
活発な意見が交換された。
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Session

2

Interactive Media Impact
–The Effect of Games on Content Production
and the Potential as a Media Platform

October 23
10月23日（火）

［セッション2］インタラクティブメディア・インパクト
〜ゲーム：参加型コンテンツが制作に与える影響と新しいメディアとしての可能性〜
Games trigger one’s strong desire to participate and also have the power to
sustain commitment. These features of games are revealed by the protein-building
game Foldit, created by the University of Washington (U.S.). With the participation
of people all over the world, and enabling them to discover the structure of an HIVrelated enzyme that could one day help in treating the disease, Foldit demonstrated
the enormous potential of games. In the Republic of Korea, a game called Goon Zu
Online designed for learning the structure of the market economy, is incorporated
into the curriculum of business administration. How will interactive content
centered by such games affect the production of TV programs?
Pbskids.org, the website of PBS (U.S.), gets the most hits of any children’s site
in the United States. It provides games that supplement TV programs. The Electric
Company game, for example, invites children to create their own avatar to join the
story and the developments of the story are then reflected in the next season of
the TV program. The rating has risen as a result. In Japan, too, there are programs
directly affected and changed by the opinions of viewers participating via the
Internet.
This session had a Twitter tag (see photo) to gather questions and observations
from the audience. In answer to the question of whether interactive programs can
curb the drift of young people away from TV, Mr. Kubota noted the need for a more
attractive perspective and Ms. Wilson, for effective loops where network and online
services complement each other. On the other hand, Mr. Cooper pointed out that too
much interactivity is only an obstacle for TV, a medium which is so easily received
by large numbers of people. Mr. Kwon of Samsung Electronics, who places mobile
terminals at the core of the media device ecosystem, suggested that since the
time people spend sitting in front of the TV is going to decrease, the production of
content prepared for viewing on a wide range of devices is in fact more important
than interactivity.
Many foresaw the future TV device with more touch-screen features of
smartphones and tablets, and viewer-navigated, sensory, full-body viewing. It was
also anticipated that there will be more open-ended programs whose endings
will be in the hand of the viewers. With
the advent of interactive content, TV is
Moderator
struggling for new developments which
efficiently incorporate user preferences.

Kiyoshi
SHIN

ゲームには、参加しよ
うという強い望みを喚起
し、責任を持って関わろ
うという気持ちを持続さ
せる力がある。それを知
らしめたのが、アメリカ
のワシントン大学のたん
ぱく質構造解析ゲーム

Folditだ。世界中から参加
者を得て、ゲームをしな
がらHIV治療薬の開発につ
ながる酵素の構造を発見
することで、ゲームの威
力を知らしめた。また韓
国では、市場経済の仕組
みが学べるゲーム「君主」
が経営学の授業に取り入
れられている。こうした
ゲームを軸とする参加型
コンテンツはテレビ番組
During the session, questions and observations were gathered
from the audience via Twitter. A tag (#) was added to each
comment for easy searching.

などの制作をどう変える
のだろうか。
子ども向けサイトでは

当日会場からの質問や意見を「ツイッター」上に募った。
書き込みの際、文章内にタグ（#と文字の組み合わせ）
を追加することで、後に検索しやすくなる。

全米一のアクセス数を誇
る 公 共 放 送PBSのpbskids.
orgは、テレビ番組と内容
を補完し合うゲームを提

供する。例えば「エレクトリック・カンパニー」というゲームは、子どもたち
が自分のアバターを作って物語の中に入り、そこで展開したストーリーが次
シーズンのテレビ番組に組み込まれるという仕組みで、番組視聴率を上げた。
日本でも、ネット参加の視聴者の意見が内容をストレートに左右するテレビ番
組が登場している。
このセッションでは、
「ツイッター・タグ」を設定して会場からの質問や意
見を募った。そこに寄せられた「双方向番組は若者のテレビ離れを食い止めら
れるか」との質問に久保田氏は、魅力的な “世界観”、ウイルソン氏はネットサー
ビスとの効果的な “ループ（影響を受け合う間柄）” が必要だと指摘。一方クー
パー氏は、多数の人に簡単に受け入れられるテレビにとって、高すぎる双方向

新 清士

性は障害になると指摘した。また、メディア・デバイス・エコシステムの中心
Game/IT Journalist, Lecturer of
Ritsumeikan University
ゲーム／ IT ジャーナリスト

に携帯端末を据えているサムスン電子のクォン氏は、「そもそもテレビの前に

立命館大学映像学部
非常勤講師
＜Japan 日本＞

コンテンツ作りのほうが双方向性よりも重要」と語った。

座って見る時間は減るのだから、多様なデバイスで見られることを前提にした
さらに、テレビの未来の形態について、スマートフォンやタブレット端末の
タッチスクリーン感覚が
重視され、自分でナビゲー

Speakers
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成した番組でなく視聴者
が完結させるコンテンツ
が登場するなどの予測が
披露された。参加型コン

Editor, Education &
Culture Editorial Department,
NHK Publishing, Inc.
NHK出版

テンツの登場で、テレビ

編集局
教育文化編集部
＜Japan 日本＞

している。

はユーザーの好みを取り
込み、新たな展開を模索

Session

3

From Passive Education to Active Learning
–The Potential of Open Source Education

October 24
10月24日（水）

［セッション3］エデュケーションからラーニングへ 〜オープンソース・エデュケーションの可能性〜
Open source education is a focus of interest in the educational community now.
The idea is to provide an environment where high-quality educational materials
are available any time, anywhere, online, for free. It has the potential to transform
education from “being taught” to “learn on one’s own initiative.” Representatives
from the front-runners in this field, TED, Coursera and BBC Learning lead the
discussion on the future of education.
TED, already known for providing free online talks and performances by
renowned world thinkers, launched TED-Ed in 2012. TED-Ed provides a unique style
of video-based lessons by extraordinary educators and talented animators. The Flip
This Video button allows users to turn a video into a customized lesson for your
own class.
Coursera partners with the top universities in the world such as Stanford
University to offer courses online for anyone to take, for free. In response to a
rising demand for graduate school-level education, users of Coursera are rapidly
increasing. The videos are easy to watch with only about ten minutes in length, you
can monitor your own progress and know when you've really mastered the material.
Chances of peer assessments, where students can evaluate and provide feedback on
each other’s work are provided.
BBC Learning is moving forward to reassemble their enormous archive of
educational broadcasts into a system for continued, in-depth learning. The learning
progresses step by step towards the goal. TV, being the most effective motivational
tool, is placed as the gateway. Other media such as mobile, game and SNS are
arranged to be used most effectively. By doing this, BBC Learning aims to draw its
own map of learning by 2014.
What changes will these initiatives bring to education? The three representatives
all of whom had a teaching background, said, “These effective and a huge variety
of tools will enable teachers to develop diverse teaching methods, and the scene
of education and the scene of learning will become seamless, and above all, the
initiative will shift from teachers to
learners.”
There was also general agreement in
the audience that the provision of new
educational methods through diverse
media will continue to expand and to
transform educational practices.

セラ、それにBBCラーニングの代表者とともに教育の未来を考えた。
社会のさまざまな分野の第一人者たちの講演をオンラインで無料提供するこ
とで知られるTEDは、2012年にTED-Edを開始した。これは、経験豊かな教師た
ちの数分間の音声授業に、プロのアニメーターが制作した映像をつけて配信す
るものである。「このビデオをフリップする」という機能を使えばタイトルや
テキストを再編集でき、
教師が自身の授業用にカスタマイズすることもできる。
コーセラは、スタンフォード大学のような世界の一流大学と提携し、誰でも
受講できるオンライン課程を無償で提供している。大学院水準の教育への需要
が高まる中、
急速にユーザーを増やしている。映像は10分程度で視聴しやすく、
常に習熟度を確認しながら進み、受講者どうしが実際に会って意見交換できる
場も提供する。
一方、BBCラーニングは、放送で蓄積した膨大な教育リソースを再構築し、
学びを深く、
継続的なものにするシステム作りを進めている。学習は段階を踏ん
で目標に到達する。動機付けに最も効果的なテレビを入口に、その先はモバイ
ル、ゲーム、SNSなどネット媒体の特性を活かして配置し、2014年までに “学
びの航路” を描く予定だ。
このような動きは教育にどんな変化をもたらすのだろうか。いずれも教師
「効果的
の経験を持つ3人の代表者は、
で多様なツールを手にした教師たちは、
さまざまな教授法を展開でき、教育の
場と学習の場はシームレス化し、何よ

今、教育界で注目を集めるオープン
ソース・エデュケーションは、オンラ

りも、教える側より学ぶ側に主導権が
移っていくだろう」と語った。

インでいつでもどこでも高品質の教材

さまざまな媒体が、多様な新しい教

が無料で入手できる環境を提供し、教

育方法を提供する動きは今後も続き、

育を「教わるもの」
から「自ら学ぶもの」

教育の未来を変えていくだろうとの意

へと変える可能性を持つ。その最先端

見が会場でも多く聞かれた。

を行くアメリカのTED（テッド）とコー
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Session

4

New Developments in Co-Production: Glocalization
and Multimedialization
–A Case Study of “Discover Science”

October 24
10月24日（水）

［セッション4］共同制作の新たな展開：グローカリゼーションとマルチメディア化
〜『大科学実験』に見るケーススタディ〜
International co-production is a style where multiple producers from different
regions undertake collective responsibility for maintaining quality and for bearing
the large production cost needed to produce educational contents. Yet, education is
a highly localized activity. The contents must be customized to each local situation.
Contents have to be global, and at the same time, local. The session examined
Discover Science, an international co-production by NHK, AlJazeera Children’s
Channel (Qatar) and SWR (Germany).
Discover Science is an edutainment (education+entertainment) that stylishly
presents large-scale and breathtaking experiments. To keep the full impact of the
highly realistic images, there is no presenter, no computer graphics and minimal
narration. Such production rules allow the Series to be easily customizable and
therefore to be globally usable.
In Sweden, the full Series was aired in Swedish and Arabic languages on the
educational broadcast, and segments from the Series were incorporated into a
science program for children on the general broadcast. The Arabic version was for
immigrant children. After seeing the Arabic version at home, they watch the Swedish
version at school, so that they can learn science and language at the same time.
In Italy, the Series was adopted in a quiz show constituting a part of a pure
entertainment program.
In Botswana, the Series is aired on the educational channel which is about one
year old, taking a practical format for teachers to use along with their curriculum
guidelines. The Series are watched in a classroom after the students perform a
science experiment.
In Germany the Series is condensed into 10 minutes and used in a 45-minute
class in the primary school. On the web community of SWR, teachers have begun to
report how they use the materials in their classrooms.
In closing, it was reported that co-producing Discover Science with non-linear
media is also under way. An application for physics experiment simulation of the
iPad provides an enjoyable learning opportunity about pendulums, etc.
The session gave insights into the future of the educational content, its
production and application, that
transcends the boundaries of both
countries and media.
ator

Moder

国際共同制作は、教育コンテンツ
作りに必要な高い品質管理と多額の
制作費を複数の制作者が分担する仕
組みである。ところが、教育は極め
てローカルな営みで、コンテンツは
各国の事情に合致したものでなけれ
ばならない。グローバルであり、同
時にローカルであることが求められ
る。そうした “グローカル” な共同
、
制作のあり方について、NHK、アルジャジーラ子どもチャンネル（カタール）
SWR（ドイツ）が共同制作した「大科学実験」をもとに検証した。
「大科学実験」は、スケールが大きく、奇抜な実験を洗練された映像処理で
見せる教育娯楽番組。映像がもたらす効果を最大限に引き出すため、プレゼン
ターを設けない、実験にCGを使わない、ナレーションは最小限にという制作
ルールを定めており、世界各国でカスタマイズしやすいグローバルな仕様と
なっている。
スウェーデンでは、教育放送で、
「大科学実験」の自国語版とアラビア語版
をそれぞれ全編放送し、また一般放送で、子ども向け科学番組に番組の一部を
組み込む形で使用している。アラビア語版は移民の子ども向けで、自宅視聴後
に、学校でスウェーデン語版を見せ、語学教材としても役立てている。
イタリアではクイズ番組に使用されることで、純粋なエンターテインメント
番組の一部になっている。
ボツワナでは、設立から約1年の教育テレビで放送されている。教師が学習
指導要領と併用できるよう、実用的な構成になっており、現地の学校の理科室
で実験をした後に視聴するという形をとっている。
ドイツでは、小学校の45分授業で使いやすくするため、10分に短縮されて
いる。SWRのウェブコミュニティでは、教師たちが番組素材の使い方を報告し
合うなどの動きが生まれている。
最後に、マルチメディア化に対応して、
「大科学実験」がノンリニアメディ
アとの共同制作に取り組んでいることも報告された。iPadの物理実験シミュ
レーションのアプリでは、振り子の動きなどが楽しく学習できる。
セッションでは、国やメディアの境界を超える教育コンテンツのあり方や、
その制作と活用の可能性が示された。

Miki
MORI
森 美樹
Discover Science Producer,

NHK Educational Corporation
NHKエデュケーショナル教育部
学校放送 シニア・プロデューサー
＜Japan 日本＞

Speakers

Matz
LUNDIN

Markus
NIKEL

Walter
SUCHER

Kirsten
PRALLER

Taolo
TSIMANYANE

マッツ・
ルンディン

マーカス・
ニケル

ヴァルター・
ズッヒャー

キルステン・
プララー

タオロ・
ツィマンヤネ

Executive Producer,
Swedish Educational Broadcasting
Company (UR)
スウェーデン教育放送（UR）
エグゼクティブ・プロデューサー
＜Sweden スウェーデン＞
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International Operations
Consultant, RAI Radiotelevisione
Italiana, RAI Educational
イタリア放送協会（RAI）
RAIエデュケーショナル
国際事業コンサルタント
＜Italy イタリア＞

INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA

Head of Science and
Education Department,
Südwestrundfunk (SWR)
南西ドイツ放送協会（SWR）

Editor, Science and
Education Department,
Südwestrundfunk (SWR)
南西ドイツ放送協会（SWR）

教育・科学局長
＜Germany ドイツ＞

教育・科学局エディター
＜Germany ドイツ＞

Principal Education
Officer I - Head of Educational TV,
Department of ICT & Media Services,
Ministry of Education &
Skills Development
ボツワナ教育省 情報・
メディア教育局 教育テレビ部長
＜Botswana ボツワナ＞

Keynote
Speech

“User-Generated” Transformation of Media

October 24
10月24日（水）

［基調講演］ユーザー発信が変えるメディア・コンテンツ
With her characteristic ankle-length
blue-green hair in sway, the singing
virtual character Hatsune Miku frequently
Hiroyuki
appears in Japanese commercials and
ITO
various campaigns, even becoming the
topic of conversation worldwide with her
伊藤 博之
live concerts. Mr. Ito of Crypton Future
CEO, Crypton Future Media, Inc.
Media, the creator who introduced Miku
クリプトン・フューチャー・
to the world, revealed the business model
メディア株式会社 代表取締役
＜Japan 日本＞
upon which she is based.
Crypton is a “meta-creator,” in other
words an organization which offers both
content and technical support to the creative activity of net users, providing back-up
with production design, distribution, copyright handling, and community operations.
Hatsune Miku is one of the voice synthesis programs distributed by Crypton: the
program is a combined product of a technique that synthesizes singing from a
person’s voice and a character targeting the Japanese animation fans. The process
of Miku’s creation was disclosed online from the stage of its production, the online
search and recruitment of an illustrator to the selection of anime voice actresses
for Miku’s voice. Since her release in the summer of 2007, over tens of thousands
of derivative creations based on Miku have been uploaded online, including songs,
dance, and designs. Mr. Ito claims that “Welcomed by the intrinsic Japanese
enthusiasm for coterie activities and creating derivative productions, Miku gave
birth to a chain of creations among the young.”
For the legalization of the production of derivative creations, Crypton adopted
an open-license system and clearly stipulated the usage guidelines. An online
community for creators called PIAPRO was set up for multiple derivative creations.
There, registered users are allowed to incorporate submitted creations in their own
works. In effect, Crypton created a “some rights reserved” system in the place of the
conventional “all rights reserved” system. Miku’s success was due to the fortunate
overlap of timings of its product release and the spread of video-sharing sites. And
the growth of these sharing sites was also accelerated by the timely release of
Miku, an original video character with cleared copyrights.
As more platforms for creators steadily take root, ever-greater numbers of
Miku creations are born, the fan base continues to swell, and business needs for
commercialization of music, publications, food products, distributions, games, and
events increase. However, even facing these expanding needs, Crypton, instead of
choosing the customary business model in which product development is restricted
to a small group of business organizations and professionals, preferred to create
a business model which spreads development opportunity to as many creators as
possible through PIAPRO.
Traditionally, the content industry had been maintained on the grounds of
the distribution of reproductions within strict copyrights management. But with
the advent of the Internet, banning of copied products has become practically
impossible. As a result of entrusting users with Miku and promoting her replication,

an emerging ecosystem of creation and business expanded, and value of the
content grew even further. The power shift of creative activities to the users is
initiating a great transformation of the contents industry.
くるぶしまで届く青緑色の髪が特徴的な、歌うCGキャラクター「初音ミク」。
彼女のライブコンサートは世界中で話題をさらい、日本国内のCMや各種キャン
ペーンなどにも頻繁に登場している。彼女を世に送り出したクリプトン・フュー
チャー・メディアの伊藤氏がミクのビジネスモデルを説明した。
クリプトンは、ネットユーザーの創作活動をコンテンツと技術の両面から支
援し、企画制作・流通配信・権利処理・コミュニティ運営までをまとめて提供
する「メタクリエイター」だ。「初音ミク」は、同社が販売する音声合成ソフ
トの1つで、人の声質で歌声を合成する技術に、日本人のアニメファンを意識
したキャラクターを付加したもの。インターネット上でキャラクターを描くイ
ラストレーターを探してスカウトし、アニメ声優陣から声の担当を選ぶなど、
ミクが生み出される様子が制作段階からネットで公開され、2007年夏のリリー
ス以降、ミクをベースにした曲、ダンス、デザインなど数十万の二次創作作品
がアップロードされている。「元来、同人活動が盛んで二次創作に熱心な日本
人に迎えられ、ミクは若者の間で “創作の連鎖” を生んだ」と伊藤氏は語る。
クリプトンは二次創作が合法となるようオープンライセンス制をとり、利用
のガイドラインを明確に規定。複次創作についてはクリエーターのコミュニ
ティ・サイト「ピアプロ」を設立し、登録ユーザーがそこに投稿された作品を
自分の創作に活用できるようにした。つまり、従来型のall rights reservedでは
なく、some rights reservedのしくみを作ったのだ。ミクの成功には発売時期と
動画共有サイトの普及期が重なった幸運があるが、逆に動画共有サイトも、
「初
音ミク」という著作権をクリアしたオリジナル動画のキャラクターが提供され
たことで成長が促された。
こうして創作のためのプラットフォームが整備されるにつれて、さらに多く
のミク作品が生まれ、ファンが増大し、音楽、出版、食品、流通、ゲーム、イ
ベントなど商品化やビジネスのニーズが高まる。だが、そこでも、これまでの
ように企業や一部のプロに限定された商
品開発をするのではなく、
「ピアプロ」を
通じて多くのクリエーターに機会を提供
するビジネスモデルを作り上げた。
従来、コンテンツ産業は著作権の徹底
管理による複製物の独占販売で成立して
いたが、インターネットの登場によって
コピーの排除は事実上不可能になった。
ミクの利用をユーザーに委ねてコピーを
促した結果、創作とビジネスのエコシス
テムという、これまでになかった領域が
拡大し、コンテンツの価値がさらに上が
ることになった。受け手側からの創作活
動発信というパワーシフトが、コンテン
ツ業界を大きく変容させている。

gy Research Laboratories (STRL)

Special Tour of NHK Science & Technolo
所

【スペシャルツアー】NHK放送技術研究

Illustration by KEI
©Crypton Future Media, INC.

October 24
10月24日（水）
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Scenes from JAPAN PRIZE 2012
第39回「日本賞」より

Preliminary Selection <July 3 →Aug 26>
一次審査 ＜7月3日（火）→8月26日（日）＞
Entries were viewed and discussed via web conferences to determine the finalists.
参加作品の視聴とインターネット会議を経て、一次審査通過作品が決定しました。

JAPAN PRIZE 2012 PRELIMINARY SELECTION JURORS
第39回「日本賞」一次審査委員

The Pre-school & Primary Categories［幼児、児童向けカテゴリー］
Milton Chen ミルトン・チェン ＜United States／アメリカ＞
• Executive Director, The George Lucas Educational Foundation (GLEF)／
ジョージ・ルーカス教育財団 エグゼクティブ・ディレクター

Akira Baba

馬場 章 ＜Japan／日本＞

• Professor, Interfaculty Initiative in Information Studies, The University of Tokyo／
東京大学大学院情報学環 教授

Hajime Watanabe

渡辺 創 ＜Japan／日本＞

• Broadcasting Writer／放送作家

Akito Inoue

井上 明人 ＜Japan／日本＞

• Visiting Researcher, Center for Global Communications, International University of JAPAN／
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 客員研究員

The Youth & Innovative Media Categories
［青少年向け、イノベイティブ・メディア カテゴリー］

Colleen Wilson

コリン・ウイルソン ＜United States／アメリカ＞

• Executive Director, KQED Interactive／KQEDインタラクティブ エグゼクティブ・ディレクター

Hiromitsu Murakami

村上 寛光 ＜Japan／日本＞

• Assistant Professor, Tokyo University of the Arts, Graduate School of Film and New Media／
東京藝術大学大学院映像研究科 助教

Kazunari Yonemitsu

米光 一成 ＜Japan／日本＞

• Professor, Ritsumeikan University College of Image Arts and Sciences／立命館大学映像学部 教授

Kiri

季里 ＜Japan／日本＞

• Digital Artist; Professor, Joshibi University of Art and Design／
デジタルアーティスト、女子美術大学 教授

The Continuing Education Category［生涯教育カテゴリー］
Deborah Drisdell

デボラ・ドリスデル ＜Canada／カナダ＞

• Director General, Accessibility and Digital Enterprise, National Film Board of Canada (NFB)／
カナダ国立映画制作庁（NFB）デジタル推進局長

Takao Sumii

隅井 孝雄 ＜Japan／日本＞

• Visiting Professor, Kyoto Notre Dame University／京都ノートルダム女子大学 客員教授

Asako Fujioka

藤岡 朝子 ＜Japan／日本＞

• Director, Tokyo Branch, Yamagata International Documentary Film Festival／
山形国際ドキュメンタリー映画祭 東京事務局 ディレクター

Naoko Ogigami

荻上 直子 ＜Japan／日本＞

• Film Director; Script Writer／映画監督、脚本家

The Welfare Education Category［福祉教育カテゴリー］
Mia Ahlgren

ミア・アールグレン ＜Sweden／スウェーデン＞

• Policy Officer, The Swedish Disability Federation／スウェーデン障害者連盟 政策担当官

Mamoru Iwabuchi

巖淵 守 ＜Japan／日本＞

• Associate Professor, Research Center for Advanced Science and Technology,
The University of Tokyo／東京大学先端科学技術研究センター 准教授

Kyoko Takahashi

高橋 恭子 ＜Japan／日本＞

• Professor, Waseda University; Chair, Kawaguchi Art School of Waseda University／
早稲田大学政治経済学術院 教授／早稲田大学川口芸術学校 校長

Kiyoshi Shin

新 清士 ＜Japan／日本＞

• Game/IT Journalist, Lecturer of Ritsumeikan University／
ゲーム・IT ジャーナリスト／立命館大学映像学部 非常勤講師
※Committee leaders in blue 青はチームリーダー
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y <October 18>
Opening Ceremon
日（木）＞
開会式 ＜10月18
The JAPAN PRIZE 2012 began with the Opening Ceremony
held in the main conference room on the 22nd floor of the
NHK Broadcasting Center and was attended by the jurors,
NHK board members and NHK staff.

NHK放送センター 22階大会議室で
開会式が行われ、世界中から集まった
審査委員とNHK役員および職員が参加しました。

Judging
<Octobe
r 18→22
0月18日（
>
木）→10
月22日（
月）＞

審査 ＜1

Rigorous judging was
conducted over a period
of five days.

5日間にわたり、
厳正な審査が行われました。
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Scenes from JAPAN PRIZE 2012［第39回「日本賞」より］

25>
Awards Ceremony <October
＞
）
（木
日
25
月
10
授賞式＜
The Awards Ceremony was
held at Studio 101 of the
NHK Broadcasting Center.
授賞式は、NHK放送センター
101スタジオで
行われました。
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Reception <Octob
er 25>
＜10月25日（木
）＞

受賞者パーティー

After the
Af
h C
Ceremony,
the Reception was held
in the main conference room
on the 22nd floor.
授賞式に続き、22階大会議室
で受賞者パーティーが
開かれました。
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List of Entries

Country or Region ／国・地域名
Organization Title [Category/Media/Duration]

参加作品一覧

Audiovisual Division
Afghanistan／アフガニスタン
★

Pensare Consultores Associados Ltda
TURMA DE VALOR [Primary/Game/03'31"]

Aria TV ANGAK, BANGAK AND CLOLA
SANGAK (ABC)
[Primary/TFV/29'13"]

Secretaria do Audiovisual do Ministerio da
Cultura (SAv/MINC) THE WAY OF SEAGULLS
[Primary/TFV/13'00"]

Argentina／アルゼンチン

Brunei／ブルネイ

Channel Encuentro CONNECTED
[Continuing Education/TFV/28'38"]
▲

Channel Encuentro GEOGRAPHIES III
[Youth/TFV/11'42"]

▲

Pakapaka MEDIALUNA AND THE MAGICAL
NIGHTS [Pre-school/TFV/14'54"]

Canada／カナダ

Huaqing Jin Training Camp ASH
[Welfare Education/TFV/40'00"]
▲

Television Broadcasts Ltd. (TVB)
NEWS MAGAZINE: HOW RUMOURS FLY
[Continuing Education/TFV/23'00"]

GAPC Entertainment THE PRIME RADICALS
[Primary/TFV/15'00"]

Children's Television Foundation of Bangladesh
(CTFB) HEADPHONE [Youth/TFV/01'00"]

▲

Television Broadcasts Ltd. (TVB)
TUESDAY REPORT: MY OLD KID
[Welfare Education/TFV/22'30"]

Isaac King Animation SECOND HAND
[Youth/TFV/07'35"]
▲

marblemedia ASLPHABET.COM
[Primary/Website/03'20"]

★

Zhejiang Satellite TV BLOSSOM WITH TEARS
[Primary/TFV/38'40"]

▲

National Film Board of Canada (NFB) A SEA
TURTLE STORY [Pre-school/TFV/09'52"]

●

Zhejiang Satellite TV DESIRE OF CHANGHU
[Continuing Education/TFV/38'31"]

●

National Film Board of Canada (NFB) BEAR 71
[Innovative Media/Website/05'00"]

Colombia／コロンビア

▲

El Topo Producciones (El Topo Films)
MIRROR BUTTERFLY [Youth/TFV/50'15"]

National Film Board of Canada (NFB)
BIG MOUTH [Primary/TFV/08'16"]

Universidad Nacional de Colombia, Unimedios,
U.N. Television (U.N.T.V.) PRISMA TV
[Innovative Media/Website/07'15"]

Belgium／ベルギー
VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ LEVENSLIJN (VMMA) ZEPPE & ZIKKI
[Primary/TFV/03'50"]

Huaqing Jin Training Camp HEAVY METAL
[Continuing Education/TFV/50'00"]
Huaqing Jin Training Camp
LAMENT OF YUMEN [Youth/TFV/19'57"]

Canadian Broadcasting Corporation (CBC)
THEY WERE SIX
[Welfare Education/TFV/26'52"]

Bangladesh／バングラデシュ

zincroe (ZRD) DOODLECAST FOR KIDS
[Pre-school/Game/01'00"]
China／中国

Apartment 11 Productions
FINDING STUFF OUT [Primary/TFV/23'45"]

Werner Film Productions DANCE ACADEMY
[Youth/TFV/24'30"]

Ministry of Primary and Mass Education
(MOPME) RUPANTAR KOTHA
[Primary/TFV/45'26"]

▲

Universiti Brunei Darussalam (UBD) OBESITY
IN BRUNEI [Continuing Education/TFV/08'05"]

Australia／オーストラリア

Machizo Multimedia Communication (Machizo)
CLIMATE RADIO - CLIMATE VOICE FROM
BANGLADESH
[Innovative Media/Website/10'00"]

University of British Colombia (UBC) MEET
THE ORACLE [Innovative Media/Other/04'06"]

Universiti Brunei Darussalam (UBD) BRUNEI
HALAL [Welfare Education/TFV/06'43"]

Pakapaka ZAMBA'S AMAZING EXCURSION
[Primary/TFV/20'24"]

Children's Television Foundation of Bangladesh
(CTFB) NAZMA'S DESIRE
[Welfare Education/TFV/09'49"]

University of British Colombia (UBC)
CORAL REEF AND SHARKS
[Welfare Education/TFV/01'45"]

▲

National Film Board of Canada (NFB)
PINK RIBBONS, INC.
[Continuing Education/TFV/97'36"]

Croatia／クロアチア
Kartelo TEK [Innovative Media/Other/04'25"]

Bhutan／ブータン
Bhutan Broadcasting Service (BBS)
ANSWERING RUPEE CRUNCH
[Welfare Education/TFV/27'03"]

National Film Board of Canada (NFB) THE
NEXT DAY [Welfare Education/Website/01'00"]
▲

Bhutan Broadcasting Service (BBS)
NAZHOEN EXPRESS EPISODE LHUNTSE
[Youth/TFV/35'50"]

Radical Sheep Productions Inc.
STELLA AND SAM
[Pre-school/TFV/12'15"]

Denmark／デンマーク
●

Estonia／エストニア
Shailah Interactive (SLI) BUZOO–ANIMALS AT
WORK [Innovative Media/Other/05'23"]

▲

Brazil／ブラジル
▲

Empresa Municipal de Multimeios Ltda
(MULTIRIO) CHOOSING IS NOT EASY
[Youth/TFV/15'57"]
Empresa Municipal de Multimeios Ltda
(MULTIRIO) THE MASTER OF TIME
[Primary/TFV/15'24"]
Ja Entendi (ABAW) GOTCHA
[Innovative Media/Website/08'00"]
Medialand BUILDING A BETTER BRAZIL
[Welfare Education/TFV/03'00"]
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Danmarks Radio (DR) A SPLIT SECOND -- 10
STORIES FROM THE ROADS
[Welfare Education/TFV/55'34"]

Simon Fraser University (SFU) INVESTIGATING
FORENSICS [Youth/Website/02'43"]

Vesilind OU RAKETT69
[Continuing Education/TFV/28'26"]
Ethiopia／エチオピア

▲

Sinking Ship Entertainment GIVER
[Primary/TFV/22'00"]

Whiz Kids Workshop (WKW)
LITTLE INVESTIGATORS [Youth/TFV/15'48"]
Finland／フィンランド

▲

Sinking Ship Entertainment MONGOLIA–
MONASTERY [Pre-school/TFV/07'00"]
Societe de Radio-Television de Quebec (SRTQ)
GAMES ZONE FOR KIDS
[Pre-school/Website/ 02'41"]
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●

Finnish Broadcasting Company (YLE)
OPEN STORY [Youth/TFV/29'30"]
Finnish Broadcasting Company (YLE)
THE CHALLENGE [Primary/TFV/27'55"]

Pre-school: 幼児向け Primary: 児童向け Youth: 青少年向け Continuing Education: 生涯教育 Welfare Education: 福祉教育
Innovative Media イノベイティブ・メディア
TFV: TV programs, Films and Videos テレビ番組・映画・ビデオ作品 Website: ウェブサイト Game: ゲーム
Media
Other: Other interactive materials その他の双方向コンテンツ
★ Prize Winner ／受賞作品 ● Runner-up ／優秀作品 ▲ Finalist ／一次審査通過作品 ■ Proposal Finalist ／企画部門ファイナリスト
Category

France／フランス
▲

●

▲

▲

Camera Lucida Productions
ANTOINE'S 4 SEASONS
[Pre-school/TFV/33'27"]

Westdeutscher Rundfunk (WDR) YOU ARE
NOT A WERWOLF [Youth/TFV/24'31"]
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) BABOON
BANDITS–MONKEY ALERT IN SOUTH
AFRICA [Youth/TFV/52'20"]

Camera Lucida Productions
MISSIONS: SPRING
[Innovative Media/Website/05'44"]

▲

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) LOGIN 2
LIFE [Welfare Education/TFV/86'40"]

France Televisions (FTV) APOCALYPSE HITLER
[Welfare Education/TFV/54'15"]

●

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) PUR+:
DON'T PUT UP WITH IT [Primary/TFV/24'10"]

France Televisions (FTV)
QUEST FOR THE LOST MAYA
[Continuing Education/TFV/52'00"]
France Televisions (FTV) THE REINDEER
HEATING UP [Youth/TFV/52'00"]

▲

▲

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) RESCUE
DINA FOXX! [Innovative Media/Other/07'34"]

▲

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) SONGS OF
WAR [Continuing Education/TFV/51'52"]

ULTRA DISTRIBUTORS PVT. LTD.
(ULTRAINDIA) I AM KALAM
[Welfare Education/TFV/86'00"]

PT SURYA CITRA TELEVISI (SCTV)
ANCESTOR FROM PADANG BINDU
[Welfare Education/TFV/22'00"]
Televisi Republik Indonesia (TVRI)
MARHONI SEJATI [Youth/TFV/29'59"]

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
ANECDOTES OF SAADI [Primary/TFV/11'50"]
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)
GOWCHOW [Welfare Education/TFV/28'22"]
Iraq／イラク

Aster Film Bt DYSCALCULINE
[Innovative Media/Website/06'30"]

Magic Carpet for Media Production and
Distribution (Magic Carpet) SALAM SHABAB
[Youth/TFV/36'31"]

Kecskemetfilm Ltd. IN THE ROUND FOURCORNERED FOREST [Primary/TFV/07'30"]

Ireland／アイルランド

Germany／ドイツ

Radio Telefis Eireann (RTE) D411 - LIVE YOUR
DREAMS [Youth/TFV/26'29"]

KEDD Animation Studio BERRY AND DOLLY
[Pre-school/TFV/05'00"]

Bayerischer Rundfunk (BR) CHECKER CAN
[Pre-school/TFV/25'00"]

Radio Telefis Eireann (RTE) DIANA BUNICI:
GOING HOME [Primary/TFV/25'30"]

India／インド

Der Kinderkanal ARD/ZDF (KIKA)
ENE MENE BU (AND IT'S UP TO YOU)
[Pre-school/TFV/12'47"]

アルファベット順

Indonesia／インドネシア

Hungary／ハンガリー

toomanyscreens (tms) KIDS FUN
[Pre-school/Game/02'00"]

●

• 国・地域名、機関名は

Iran／イラン

Les Trois Elles Interactive
MONTESSORI LETTER SOUNDS HD
[Pre-school/Other/01'00"]

Bayerischer Rundfunk (BR) THE HEX OF THE
HAWK [Youth/TFV/13'07"]

• Countries/regions and
organizations are listed in
alphabetical order.

▲

★

Doordarshan India (DD) FLY FLY MY
BUTTERFLY [Pre-school/TFV/10'00"]

▲

Doordarshan India (DD) MY FARM–MY
CLASSROOM [Primary/TFV/16'40"]

Israel／イスラエル
Israel Broadcasting Authority (IBA) OR IS
AFRAID OF CLOWNS [Primary/TFV/15'00"]

Harkara Media MAGNET PART 1
[Primary/TFV/20'00"]

Der Kinderkanal ARD/ZDF (KIKA) TRICKS
AND KLICKS [Primary/TFV/05'00"]

Radio Telefis Eireann (RTE) GRUBZ UP!
[Pre-school/TFV/06'11"]

Italy／イタリア
Indira Gandhi National Open University
(IGNOU) REDISCOVER MAURITIUS
[Continuing Education/TFV/28'30"]

Nordisch Filmproduction Anderson & Team
GmbH ROMEO FEAT. JULIA
[Youth/Website/01'30"]

Indira Gandhi National Open University
(IGNOU) TRIBAL ARTS AND CULTURE
[Welfare Education/TFV/24'35"]

Studio FILM BILDER TOM & THE SLICE
OF BREAD WITH STRAWBERRY JAM AND
HONEY [Pre-school/TFV/05'00"]

Sudwestrundfunk (SWR) THE ROMAN
EXPERIMENT [Youth/TFV/14'55"]

State Institute of Educational Technology,
Hyderabad (SIET, Hyderabad) NEWTON'S
THIRD LAW OF MOTION-DEFINITIONVERIFICATION
[Innovative Media/Other/07'20"]

Westdeutscher Rundfunk (WDR) THE SHOW
WITH THE MOUSE [Primary/TFV/23'09"]
Westdeutscher Rundfunk (WDR) THE WEBSITE
WITH THE ELEPHANT
[Innovative Media/Website/05'00"]

EPA Technologies Ltd. (EPATECH) EPA
VIRTUAL EDUCATOR EPAVE MATHEMATICS
[Youth/Other/10'00"]
Japan／日本
AOI Pro. Inc. SHAKE! BAKE × GAKU
(CHEMISTRY) [Youth/Game/01'24"]

State Institute of Educational Technology,
Hyderabad (SIET, Hyderabad) INSPIRATION 1
[Youth/TFV/27'00"]

Westdeutscher Rundfunk (WDR)
ELEPHANTASTIC [Pre-school/TFV/24'43"]

▲

Radiotelevisione Italiana (RAI) RAI SCUOLA
[Innovative Media/Website/12'01"]
Jamaica／ジャマイカ

State Institute of Educational Technology,
Hyderabad (SIET, Hyderabad) DON'T TRUST
THE STRANGERS [Primary/TFV/18'20"]

Sudwestrundfunk (SWR) THE STAR TALERS
[Primary/TFV/58'32"]

▲

▲

State Institute of Educational Technology,
Hyderabad (SIET, Hyderabad) BEWARE
[Continuing Education/TFV/16'30"]

Sudwestrundfunk (SWR) I KNOW AN ANIMAL
[Pre-school/TFV/11'00"]

▲

Radiotelevisione Italiana (RAI) FROM HERE.
MY OWN HISTORY, FOR EXAMPLE
[Welfare Education/TFV/16'00"]

AOI Pro. Inc. SHAKE! WORLD × SUSHI
[Innovative Media/Game/02'30"]
▲

Benesse Corporation SHIMAJIRO'S WOW!
[Pre-school/TFV/22'30"]
Digitalehon Inc. TAP*RAP SHIRITORI
[Innovative Media/Other/01'00"]

State Institute of Educational Technology,
Hyderabad (SIET, Hyderabad) WHY FEAR?
[Pre-school/TFV/07'45"]
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▲

GrapeCity Inc., WINEstudios (GC) GRAPESEED
ENGLISH [Pre-school/TFV/32'42"]

Sapporo Television Broadcasting Corporation
(STV) LADY'S STORY: THE 1600 DAYS OF
A MOTHERLESS CHIMPANZEE AND A
ZOOKEEPER [Primary/TFV/45'40"]

IAW YOU'RE A SPACEMAN
ALREADY. –TAKASHI TACHIBANA VS
SCHOOLCHILDREN IN SENDAI–
[Youth/TFV/30'00"]

Sapporo Television Broadcasting Corporation
(STV) OBIHIRO CHILDREN'S THEATER:
TIES THAT BIND PARENTS AND CHILDREN
THROUGH STAGE
[Continuing Education/TFV/24'00"]

I.TOON Ltd. HARBOR TALE
[Youth/TFV/18'05"]
▲

Shizuoka Broadcasting System (SBS)
GRANDMA SAYO AND HER DELI
[Continuing Education/TFV/46'00"]

Japan Broadcasting Corporation (NHK)
BARRIERFREE VARIETY SHOW
[Welfare Education/TFV/29'00"]

supernova.INC GPS ENTERTAINMENT
(KYOTO YOKAI SCROLL)
[Innovative Media/Game/10'00"]

Japan Broadcasting Corporation (NHK) FUN
WITH JAPANESE [Pre-school/TFV/10'00"]
Japan Broadcasting Corporation (NHK)
MOTIVATING THOUGHT [Youth/TFV/58'00"]

TELECOMSTAFF Inc. ON SHANK'S MARE:
TRAVELING JAPAN IN UKIYO-E
[Continuing Education/TFV/44'00"]

Japan Broadcasting Corporation (NHK)
PHI BRAIN [Innovative Media/Other/06'23"]

Television Broadcasting Co. Kanagawa (TVK)
DORONCORON [Primary/TFV/03'00"]

Japan Broadcasting Corporation (NHK)
RISE AND SHINE [Primary/TFV/15'00"]
★

TOKIO MEDIA CONNECTIONS
OSHIMA GEOPARK [Youth/Website/10'00"]

Japan Broadcasting Corporation (NHK)
THE COSMIC SHORE
[Continuing Education/TFV/58'00"]

WOWOW INC. NONFICTION W : CLIMBING
EVEREST, YOU CAN TOO.
[Continuing Education/TFV/87'00"]

Japan Science and Technology Agency (JST)
ENCOUNTER WITH EARTH
[Primary/TFV/30'00"]

Kenya／ケニア
▲

Katana Films Inc. A FRIEND ON THE NET
[Youth/TFV/11'22"]
▲

▲

Kawaguchi Art School of Waseda University
FAREWELL, DEAR TEACHER–THE LAST 90
DAYS [Youth/TFV/42'11"]
MIYAGI Television Broadcasting Co. (MMT)
THE ROAD TO RECOVERY–FACING TOWARD
THE SUN [Welfare Education/TFV/26'05"]

Butterfly Works GETH2O
[Welfare Education/Game/05'00"]
Nation Broadcasting Division (NTV)
KAJIADO GIRL CHILD [Youth/TFV/09'58"]
Nation Broadcasting Division (NTV)
KNOWLEDGE WARRIORS SHEPHERD
NIGHT CLASSES
[Welfare Education/TFV/06'00"]
Latvia／ラトビア

"NAGARE" Production Partnership
NAGARE "THE STREAM"
[Continuing Education/TFV/84'54"]

Film Studio Grants (FSG) TIME DIMENSION
MAIJA KULE EUROLIFE
[Welfare Education/TFV/24'05"]

Nintendo TONDEMO! SCIENCE
[Youth/TFV/08'22"]

Film Studio Grants (FSG) VILNIS KALNAELLIS
[Continuing Education/TFV/26'55"]

Nippon Television Network Corporation (NTV)
THE LONG ROAD TO HEALING: LIVING
WITH UNSEEN SCARS
[Welfare Education/TFV/24'07"]

Lithuania／リトアニア
Motion Group GREETING MACHINE
[Innovative Media/Other/01'40"]
Malaysia／マレーシア

▲

OFFICE CREATE Corp. COOKING MAMA 4
[Primary/Game/03'00"]
Ryukyu Asahi Broadcasting Corporation (QAB)
IKKOKUDO AND MASTER NAGO "RYUKYU
IROHA UTA" [Welfare Education/TFV/03'00"]
SAN-IN CHUO TELEVISION BROADCASTING
COMPANY LIMITED (TSK) IN THE HEART OF
NATURE: THE FOREST KINDERGARTEN
[Pre-school/TFV/55'00"]

40

Dr abang nawawi dahlan
I-KELAS: COURSEWARE FOR MALAYSIAN
LANGUAGE LEVEL 1 [Pre-school/Other/01'20"]
Educational Technology Division, Ministry of
Education (ETD) ENGLISH LANGUAGE FOR
YOUNG LEARNERS [Primary/Other/10'00"]
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Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS)
THE WORLD WITH POLLUTION
[Youth/TFV/14'35"]
Malay College Kuala Kangsar (MCKK)
ALTERNATIVE WAY OF LEARNING
[Youth/TFV/05'00"]
MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS
SDN. BHD. (MEASAT) KERJAYA IMPIAN
[Continuing Education/TFV/07'39"]
MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS
SDN. BHD. (MEASAT) OH MY ENGLISH!
[Youth/Other/10'00"]
MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS
SDN. BHD. (MEASAT) UPSR MATHS
[Primary/TFV/10'25"]
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin/Design &
Visual Communication Department
(PTSS/JRKV) ABC'S [Pre-school/Other/05'02"]
Reelway Studio A LETTER TO ADAM
[Youth/TFV/08'57"]
Sabak Bernam Integrated Boarding School
(INTESABER) THE LIFE OF A MALAYSIAN
BOARDING SCHOOL STUDENT
[Youth/Other/10'00"]
SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI
SELANDAR (SBPIS) LOST IDENTITY
[Youth/Game/10'00"]
SULTAN ABDUL HALIM HIGH SCHOOL
(SMSAH) TENSION! [Youth/TFV/10'40"]
Universiti Malaysia Pahang (UMP) OFFICIAL
PORTAL OF UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
[Continuing Education/Website/08'14"]
Universiti Pendidikan Sultan Idris VATA
VIRTUAL VIDEO SCIENCE EXPERIMENT
[Youth/TFV/08'00"]
University of Science Malaysia/The Centre
for Educational Technology and Media THE
PENANG NYONYA–A DYING CULTURE
[Continuing Education/TFV/11'10"]
University of Science Malaysia/The Centre for
Educational Technology and Media WILFUL
BLINDNESS [Welfare Education/TFV/04'05"]
Mexico／メキシコ
Centro de educacion y capacitacion para el
desarrollo sustentable (CECADESU) FANS OF
THE PLANET [Primary/Website/04'33"]
SPIRITUAL PLANET PUBLISHING GROUP (SP)
GIVE EARTH A CHANCE
[Welfare Education/TFV/90'00"]
Television Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22)
PRISON THEATRE, LIBERTY IN THE DARK
[Welfare Education/TFV/76'00"]

Pre-school: 幼児向け Primary: 児童向け Youth: 青少年向け Continuing Education: 生涯教育 Welfare Education: 福祉教育
Innovative Media イノベイティブ・メディア
TFV: TV programs, Films and Videos テレビ番組・映画・ビデオ作品 Website: ウェブサイト Game: ゲーム
Media
Other: Other interactive materials その他の双方向コンテンツ
★ Prize Winner ／受賞作品 ● Runner-up ／優秀作品 ▲ Finalist ／一次審査通過作品 ■ Proposal Finalist ／企画部門ファイナリスト
Category

XE IPN CANAL ONCE TV (ONCE TV)
LOUDSPEAKER
[Welfare Education/TFV/09'00"]
XE IPN CANAL ONCE TV (ONCE TV)
MY LOVE STORY [Youth/TFV/07'00"]
▲

National University of Modern Languages
(NUML) PUPPETS NEVER DIE
[Continuing Education/TFV/09'07"]
▲

▲

▲

▲

Hollandse Helden (HH) THROUGH ELLEN'S
EARS [Youth/TFV/18'29"]
NTR (NPS/Teleac/RVU) CLIPPHANGER
[Continuing Education/TFV/01'17"]
NTR (NPS/Teleac/RVU) HET KLOKHUIS
[Primary/Website/03'08"]

▲

NTR (NPS/Teleac/RVU) THE APPLE CORE
[Youth/TFV/14'53"]

▲

Ranj Serious Games JUF IN A BOX
[Pre-school/Game/01'59"]

★

Submarine THE ALZHEIMER EXPERIENCE
[Innovative Media/Website/02'34"]
Talent United (TU) MY CRAZY GRANNY!
[Primary/TFV/15'00"]
Norway／ノルウェー
Nordisk Film TV LEAVE ME ALONE
[Youth/TFV/25'46"]

★

Norwegian Broadcasting Company (NRK)
TORD'S GARAGE [Pre-school/TFV/04'11"]

▲

Norwegian Broadcasting Company (NRK)
WAFFLE HEART [Primary/TFV/20'07"]

▲

WeWantToKnow AS (WWTK) DRAGONBOX+
[Innovative Media/Game/08'06"]
Pakistan／パキスタン
National University of Modern Languages
(NUML) CENTRAL LIBRARY OF
BAHAWALPUR
[Welfare Education/TFV/08'14"]

Associated Broadcasting Company (TV5)
FLOATING SCHOOL
[Welfare Education/TFV/28'08"]

Educational Broadcasting System (EBS)
MATHEMATICS AND THE RISE OF
CIVILIZATION
[Continuing Education/TFV/90'00"]

Associated Broadcasting Company (TV5)
JOURNO EDUCATION SPECIALS
[Youth/TFV/39'48"]
▲

Educational Broadcasting System (EBS)
BEYOND KNOWLEDGE [Youth/TFV/04'52"]

Educational Broadcasting System (EBS)
DUDA&DADA! ~KUNG'S BIRTHDAY~
[Pre-school/TFV/08'14"]

Associated Broadcasting Company (TV5)
INSIDER: CITY OF TALUGTUG
[Continuing Education/TFV/42'03"]

Netherlands／オランダ

アルファベット順

Educational Broadcasting System (EBS) BODY,
BODY, BODY [Innovative Media/Other/09'29"]

Philippines／フィリピン

Myanmar International TV (Myanmar Radio and
Television) (MITV) YOUTH & SPORTS
[Youth/TFV/25'34"]

Evangelische Omroep (EO) CHECKPOINT
[Primary/TFV/25'00"]

▲

EDUVIDA A DAY IN A GUIDING CHILD'S
LIFE [Primary/TFV/10'33"]

Myanmar／ミャンマー

• 国・地域名、機関名は

Daejeon Munwha Broadcasting Corporation
(TJ-MBC) THE HEALING ROAD
[Welfare Education/TFV/43'21"]

Peru／ペルー

XE IPN CANAL ONCE TV (ONCE TV)
ONCE I DREAMT... [Primary/TFV/06'50"]

Myanmar International TV (Myanmar Radio
and Television) (MITV) YOUTH & EDUCATION
(TECHNOLOGY BOOTS NATION'S
PRESTIGE), UNIVERSITY OF COMPUTER
STUDIES, YANGON
[Continuing Education/TFV/28'22"]

Pakistan Television Corporation (PTV)
ARTY (PART 2) [Pre-school/TFV/27'20"]

• Countries/regions and
organizations are listed in
alphabetical order.

GMA Network Inc. (GMA-7) REPORT CARD
[Welfare Education/TFV/75'32"]

▲

Educational Broadcasting System (EBS)
NUMBERS FAMILY [Primary/TFV/09'50"]

▲

Korean Broadcasting System (KBS)
MAPS: MEMORIES OF CIVILIZATION
[Continuing Education/TFV/58'13"]

▲

Korean Broadcasting System (KBS) THE FETUS
(THE EMBRYO) [Youth/TFV/49'26"]

GMA Network Inc. (GMA-7) REPORTER'S
NOTEBOOK: SENDONG TRAGEDY
[Continuing Education/TFV/22'32"]

Korean Broadcasting System (KBS)
TV KINDERGARTEN FUNNY FUNNY
[Pre-school/TFV/23'00"]

GMA Network Inc. (GMA-7) SEA FIREFLIES
[Youth/TFV/51'56"]
GMA Network Inc. (GMA-7) THE CHIEF
JUSTICE ON TRIAL: HOW THE SENATORS
VOTED [Innovative Media/Website/03'10"]

Methodsoft Co., Ltd. WOW CANVAS
[Primary/Other/07'00"]
▲

GMA Network Inc. (GMA-7) TROPANG
POTCHI: "OUTER SPACE"
[Primary/TFV/20'44"]

ROI VISUAL TRAFFIC SAFETY EDUCATION
[Pre-school/TFV/05'12"]
SBS CRAYONS IN MY HEART
[Youth/TFV/44'11"]
SBS SBS SPECIAL–"HARMONY OF MIRACLE"
[Welfare Education/TFV/54'00"]

Knowledge Channel Foundation, Inc. (KCFI)
SALAM SERIES
[Welfare Education/TFV/22'20"]

Romania／ルーマニア

Unlimited Productions Inc. (UPI) PIECING
DREAMS: FOUR STORIES OF HOPE
[Welfare Education/TFV/79'11"]

CULTURAL ASSOCIATION ARTE. RO
ONCE UPON THERE WAS A CHILD
[Continuing Education/TFV/02'12"]

Poland／ポーランド

Singapore／シンガポール

Grupa Smacznego (GS Animation)
MAMI FATALE. MEGPIGZILLA
[Pre-school/TFV/10'00"]

Channel NewsAsia, MediaCorp Pte Ltd ASIA
EXPOSED 2 [Welfare Education/TFV/23'00"]
Channel NewsAsia, MediaCorp Pte Ltd
BEAUTIFUL MINDS
[Continuing Education/TFV/50'00"]

The Polish National Film, Television and Theatre
School (PWSFTviT) FROZEN STORIES
[Continuing Education/TFV/27'00"]

Channel NewsAsia, MediaCorp Pte Ltd
BEING A CHILD [Primary/TFV/48'00"]

Portugal／ポルトガル
Radiotelevision Portuguesa (RTP)
SLEEPY PLANET [Primary/TFV/59'15"]

Channel NewsAsia, MediaCorp Pte Ltd
TUESDAY REPORT: GEN COOL
[Youth/TFV/23'00"]

Republic of Korea／韓国
Choi Byoung-hwa A WOMAN TO A WOMAN
[Welfare Education/TFV/22'00"]

South Africa／南アフリカ
▲

South African Broadcasting Corporation (SABC)
90 PLEIN STREET III
[Continuing Education/TFV/24'30"]
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South African Broadcasting Corporation (SABC)
MATRICS UPLOADED [Youth/TFV/48'00"]

The Institute for the Promotion of Teaching
Science and Technology (IPST)
SCIENCE KIDS: THE ENLIGHTENMENT
[Primary/TFV/08'09"]

Swedish Educational Broadcasting Company
(UR) THE SONGS THAT CHANGED MUSIC
[Continuing Education/TFV/28'51"]

Spain／スペイン
Switzerland／スイス
Corporacion Radiotelevision Espanola (RTVE)
CLANNERS AND LUNNIPEDIA
[Pre-school/TFV/05'00"]

Turkey／トルコ
▲

Edebe Audiovisual Licensing (EAL) NEVER
ENDING TALES [Primary/TFV/09'31"]

▲

Edebe Audiovisual Licensing (EAL) SNAILS
[Pre-school/TFV/06'00"]

★

HIBRIDA ANOTHER NIGHT ON EARTH
[Welfare Education/TFV/51'58"]

▲

Inicia Films (IF) FOUR SEASONS
[Primary/TFV/33'20"]

▲

Inicia Films (IF) OPERA PRIMA
[Pre-school/TFV/13'06"]

★

Perro Verde Films, Cromosoma, Elephant in the
black box WRINKLES
[Welfare Education/TFV/89'07"]

Hakka Television Station (Hakka TV)
DEAR MOTHER EARTH [Youth/TFV/144'00"]
▲

●

Hakka Television Station (Hakka TV) FRIENDS,
AT 2,000 MILES AWAY [Primary/TFV/20'36"]
Hakka Television Station (Hakka TV) LIGHT OF
TAIWAN [Welfare Education/TFV/60'00"]

General Directorate of Educational Technologies,
Ministry of National Education I'M LEARNING
WITH SONGS [Pre-school/Other/08'09"]

Hakka Television Station (Hakka TV)
MEET THE MASTERS–MASTER BARBER
[Continuing Education/TFV/10'00"]

General Directorate of Educational Technologies,
Ministry of National Education
MATH IN THE POOL [Youth/TFV/14'00"]

Lunghwa University of Science and Technology
(LHU) ANGEL'S RELIEVE
[Innovative Media/Game/04'05"]

Institute of Educational Television (ITI)
MEHMET BAYDAR HIGH SCHOOL CLOSED–
CIRCUIT TELECAST (MBL-TV ON AIR)
[Youth/TFV/06'00"]

▲

Turkish Radio and Television (TRT) LIVE
ADVENTURE [Innovative Media/Other/01'12"]

▲

Public Television Service Foundation (PTS)
THE KNITTING GIRL [Pre-school/TFV/05'40"]

Turkish Radio and Television (TRT) MY DOC'S
KITCHEN [Welfare Education/TFV/20'10"]

Sri Lanka Rupavihini Corporation (SLRC)
SOILIUS [Youth/TFV/45'50"]

▲

Public Television Service Foundation (PTS)
TRUE SCHOOL [Youth/TFV/29'45"]

Turkish Radio and Television (TRT)
PAK & PIRPIR [Primary/TFV/12'00"]

●

Public Television Service Foundation (PTS)
UNLUCKY NUMBER
[Continuing Education/TFV/56'00"]

Turkish Radio and Television (TRT) THE
PUPPET THEATRE [Pre-school/TFV/07'10"]

▲

Stonbo Creative INSECT CENTENNIAL IN
TAIWAN [Continuing Education/TFV/47'35"]

Ukraine／ウクライナ

Sweden／スウェーデン
Swedish Educational Broadcasting Company
(UR) ELIAS AND THE BIG QUESTIONS
[Pre-school/TFV/09'10"]

Sun Arts & Production OUR CHOICE–
HOW TO SOLVE THE CLIMATE CHANGE
PROBLEMS [Youth/TFV/24'07"]

Swedish Educational Broadcasting Company
(UR) EXTREME PLACES WITH BJORNULF
[Youth/TFV/27'42"]

Taiwan Indigenous Television (TITV) LITTLE
SCIENCE HUNTERS [Primary/TFV/25'00"]

Swedish Educational Broadcasting Company
(UR) GRASP THE DISASTER
[Innovative Media/Other/07'28"]

Thailand／タイ
Bangkok Christian College (BCC)
SOCIALTHAISTUDY [Primary/TFV/23'15"]

Swedish Educational Broadcasting Company
(UR) MIFFO-TV EPISODE THREE
[Welfare Education/TFV/28'00"]
▲

Turkish Radio and Television (TRT) KNOWING
MYSELF [Continuing Education/TFV/59'30"]

Sri Lanka Rupavihini Corporation (SLRC)
GREAT SCHOOL TEACHER
[Continuing Education/TFV/23'33"]

Sri Lanka Rupavihini Corporation (SLRC) THE
DAWN IN RETIREMENT
[Welfare Education/TFV/22'36"]

▲

TED ANKARA COLLEGE FOUNDATION
PRIMARY SCHOOL MEDICINE AND
MATHEMATICS [Youth/TFV/11'42"]

Public Television Service Foundation (PTS) MY 3
DAYS AS A MUSLIM [Primary/TFV/26'05"]
Public Television Service Foundation (PTS)
NO. 37, HUAFUSHAN
[Welfare Education/TFV/57'05"]

Sri Lanka／スリランカ

▲

General Directorate of Educational Technologies,
Ministry of National Education
EDUCATION OF SAFER INTERNET USAGE
[Continuing Education/TFV/01'00"]

Lunghwa University of Science and Technology
(LHU) SWEET MEDICINE
[Primary/Game/05'02"]

Televisio de Catalunya MIC
[Pre-school/TFV/11'00"]

▲

FAMILIES ARE PAINTING PICTURES (F.P.P)
FAMILIES ARE DRAWING PICTURES
[Primary/Other/10'00"]

Taiwan／台湾

Corporacion Radiotelevision Espanola (RTVE)
IN QUEST OF THE FIRST EUROPEAN
[Welfare Education/TFV/58'03"]
▲

European Broadcasting Union (EBU)
BIG WHEEL [Primary/TFV/14'45"]

Swedish Educational Broadcasting Company
(UR) MYTHOLOGY [Primary/TFV/09'06"]

KaokhamWittaya School (KKW) LESSON
ABOUT FOOD [Primary/TFV/03'09"]
▲

Superjeew Co., Ltd. VITAMIN NEWS
[Primary/TFV/11'00"]

National Television Company of Ukraine (NTU)
20 STEPS TO A DREAM
[Welfare Education/TFV/02'58"]
National Television Company of Ukraine (NTU)
SVITLO [Continuing Education/TFV/29'46"]
National Television Company of Ukraine (NTU)
WHILE PARENTS ARE SLEEPING
[Primary/TFV/25'00"]
National Television Company of Ukraine (NTU)
YOUNG SUPER AGENTS SCHOOL
[Pre-school/TFV/10'47"]
Vinnitsa Regional Institute of Post-graduate
Education of Pedagogical Staff (VOIPOPP)
CHILD TO LEARN [Primary/Other/10'00"]
Volyn In-Service Teacher Training Institute
(VITTI) E-CATALOGUE
[Continuing Education/Website/06'11"]
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Pre-school: 幼児向け Primary: 児童向け Youth: 青少年向け Continuing Education: 生涯教育 Welfare Education: 福祉教育
Innovative Media イノベイティブ・メディア
TFV: TV programs, Films and Videos テレビ番組・映画・ビデオ作品 Website: ウェブサイト Game: ゲーム
Media
Other: Other interactive materials その他の双方向コンテンツ
★ Prize Winner ／受賞作品 ● Runner-up ／優秀作品 ▲ Finalist ／一次審査通過作品 ■ Proposal Finalist ／企画部門ファイナリスト
Category

Zhytomyr Wave, Zhytomyr Regional
Broadcasting Services (ZhRBS) CHILDREN'S
ENCYCLOPEDIA, SOUNDS NATURE
[Primary/Other/10'00"]

Sesame Workshop SESAME STREET
[Pre-school/TFV/55'00"]

▲

Open University Worldwide THE CODE
[Continuing Education/TFV/58'59"]

Sesame Workshop SIM SIM HAMARA
[Primary/TFV/30'00"]

Alphablocks Ltd. ALPHABLOCKS
[Pre-school/TFV/05'00"]

Playniac INTERNATIONAL RACING
SQUIRRELS [Youth/Game/10'00"]

Sesame Workshop TECHNIQUES FOR
EFFECTIVE TEACHING
[Continuing Education/TFV/10'00"]

British Broadcasting Corporation (BBC)
ALL OVER THE PLACE, SERIES 2
[Primary/TFV/27'57"]

Plug-in Media (PIM) THE NUMTUMS
[Pre-school/Website/04'16"]

▲

Starry Stroll Productions USA
REIKO'S HINA DOLLS [Primary/TFV/28'45"]

Tate WONDERMIND
[Innovative Media/Website/01'59"]

●

Thirteen WNET GET THE MATH
[Youth/Website/07'18"]

▲

Turmeric Media Limited COUNTING WITH
RODD [Pre-school/TFV/59'05"]

British Broadcasting Corporation (BBC) THE
RHYME ROCKET [Pre-school/TFV/13'42"]

Channel 4 Television (C4) THE END
[Youth/Game/01'03"]
Darrall Macqueen Ltd. BABY JAKE
[Pre-school/TFV/12'00"]

★

Made-By-Hand, Independent Television Service
(ITVS), City Lore DEAF JAM
[Youth/TFV/70'24"]

▲

National Black Programming Consortium
(NBPC) BLACK FOLK DON'T: TIP
[Innovative Media/Website/08'54"]

Gamelab UK MAKE A MUSICAL
[Youth/TFV/58'33"]

Kindle Entertainment Ltd. LEONARDO
[Youth/TFV/28'00"]
LAMBENT PRODUCTIONS TRUE STORIES
[Primary/TFV/120'00"]

Unicorn Stencil Documentary Films
(USDOCFILMS) THE PRUITT-IGOE MYTH: AN
URBAN HISTORY
[Welfare Education/TFV/83'00"]
WGBH Educational Foundation
AMERICAN EXPERIENCE: THE AMISH
[Welfare Education/TFV/112'09"]

Oregon Public Broadcasting (OPB)
HISTORY DETECTIVES
[Continuing Education/TFV/55'40"]
▲

Kindle Entertainment Ltd. BIG AND SMALL
[Pre-school/TFV/11'00"]

Twin Cities Public Television (TPT)
SLAVERY BY ANOTHER NAME
[Welfare Education/TFV/86'46"]

Cartoon Network (CN) SPEAK UP
[Welfare Education/TFV/24'00"]

Glasshead Ltd. CHILDREN OF THE RIOTS
[Welfare Education/TFV/52'00"]
▲

Thirteen WNET OH NOAH!
[Primary/Website/05'07"]

United States／アメリカ

Channel 4 Television (C4) SWEATSHOP
[Welfare Education/Game/01'41"]

▲

アルファベット順

Libra Television Limited
SAME BUT DIFFERENT [Primary/TFV/58'56"]

British Broadcasting Corporation (BBC)
SECRETS AND WORDS
[Continuing Education/TFV/43'30"]

▲

• 国・地域名、機関名は

▲

United Kingdom／イギリス
●

• Countries/regions and
organizations are listed in
alphabetical order.

WGBH Educational Foundation
FRONTLINE–MONEY, POWER AND WALL
STREET [Continuing Education/TFV/227'25"]

Pray for Japan Film LLC (P4J-LLC) PRAY FOR
JAPAN [Welfare Education/TFV/97'00"]

WGBH Educational Foundation
NOVA ELEMENTS IPAD APPLICATION
[Innovative Media/Other/04'33"]

Scholastic Media WORDGIRL
[Primary/TFV/30'00"]

Vietnam／ベトナム
Sesame Workshop GROWING HOPE AGAINST
HUNGER [Welfare Education/TFV/56'22"]

▲

Vietnam Television (VTV) HOT ISSUE
[Continuing Education/TFV/50'05"]
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List of Entries［参加作品一覧］

Country or Region ／国・地域名
Organization Title [Target]

TV Proposal Division
Democratic Republic of the Congo／

Bangladesh／バングラデシュ

Nepal／ネパール

コンゴ民主共和国

Aguan Society (ASO) HOW CAN FOLK MUSIC
EDUCATE PEOPLE? [Adults]

INFOGROUP INTERNATIONAL (IGI)
SOCIAL MEDIA, MOBILE APPLICATION
TRANSFORMING THE SCHOOL OF THE
PYGMIES [Teens]

Dhrupad Communication–Media for Education
and Development LET THEIR BE LIGHT [Teens]

★

Joining Hands Nepal (JHN) OUR VOICE [Teens]
Sri Lanka／スリランカ

India／インド
Dhrupad Communication–Media for Education
and Development NEVER SAY NO! TO LIFE
[Adults]

■

Machizo Multimedia Communication (Machizo)
PARTICIPATORY CLASS, PARTICIPATORY
VIDEO [Teens]
Barbados／バルバドス
13˚ North Productions CRY OF THE PEOPLE
[Teens]
Awesome Entertainment Group (AWG) GIGA
DRIVE TECHNOLOGY PROGRAMME [Adults]
Bhutan／ブータン

CHINH DILKASH [Teens]
Doordarshan India (DD) BREAKING THROUGH
[Adults]

■

MAGIC LANTERN (PVT) LTD.
STANDING UP FOR CHILDREN [Adults]
Sri Lanka Rupavihini Corporation (SLRC)
CROCODILE DISASTER [Teens]

Doordarshan India (DD) GET READY. LET'S DO
IT [Teens]

Turkey／トルコ

Kenya／ケニア

General Directorate of Educational Technologies,
Ministry of National Education IF INTERNET
COMES TO PASTURELAND [Teens]

Kenya Broadcasting Corporation (KBC) BRAIN
FEST [Teens]
Kenya Broadcasting Corporation (KBC) JAMBO
TOTO (HELLO BABY) [Children]

General Directorate of Educational Technologies,
Ministry of National Education KIKIRDAK AND
SIPIRDAK [Children]

Bhutan Broadcasting Service (BBS) BE THE
CHANGE YOU WANT TO SEE [Adults]

Kenya Broadcasting Corporation (KBC)
POLITICS AND VIOLENCE [Adults]

General Directorate of Educational Technologies,
Ministry of National Education SAFE INTERNET
EDUCATION AND USAGE [Adults]

Colombia／コロンビア

Kuwait／クウェート

Ukraine／ウクライナ

Liberum Donum JUAN AND GINGER IN THE
KITCHEN [Children]

Ministry of Finance (MOF) CYBER–ATTACK
AND UNDERGROUND ECONOMY [Adults]

Transcarpathian Regional State Broadcasting
Company, Channel "Tisa-1" (Tisa-1) TRAVELLING
FOR THE CHILDREN [Children]

Radio y Television de Colombia (RTVC) KIDS,
CAMERA, ACTION [Children]

★

■

Joining Hands Nepal (JHN) BELIEVE IN
YOURSELF [Adults]

Malaysia／マレーシア
Educational Technology Division, Ministry
of Education (ETD) MOMENTS WITH
LITERATURE–SETTING [Teens]

Pre-school: 幼児向け Primary: 児童向け Youth: 青少年向け Continuing Education: 生涯教育 Welfare Education: 福祉教育
Innovative Media イノベイティブ・メディア
TFV: TV programs, Films and Videos テレビ番組・映画・ビデオ作品 Website: ウェブサイト Game: ゲーム
Media
Other: Other interactive materials その他の双方向コンテンツ
★ Prize Winner ／受賞作品 ● Runner-up ／優秀作品 ▲ Finalist ／一次審査通過作品 ■ Proposal Finalist ／企画部門ファイナリスト
Category
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• Countries/regions and
organizations are listed in
alphabetical order.
• 国・地域名、機関名は
アルファベット順

Afterword by the Secretary General
コンクールを終えて：事務局長のことば

In my humble opinion, the ultimate goal of educational content is
to provide stimulation to its users/viewers. Although it is impossible
to come up with a uniform method to educate people of varying
situations and different knowledge levels, it is possible for a creator,
through innovation and effort, to stimulate the reason, emotions,

Yuichi ITAMIYA

and motivation of such people and to incite the will for self-study

Secretary General, JAPAN PRIZE

板宮 裕一

and the courage to live.

「日本賞」事務局長

We producers have the powerful tools of visuals and sound, as
well as ever-evolving information technology. How do we put these

私見で恐縮ですが、教育コンテンツの究極の目標は、それを利用する人々

tools to best use? People coming from a diversity of backgrounds,

に「刺激」を与えることだと思います。異なる立場の、異なる知識レベル

each with their own unique pool of knowledge, experience, and

の人々を、同じように教育するのは不可能ですが、彼らの理性、感情、や

skills gather at the JAPAN PRIZE to actively raise issues and

る気を同時に刺激し、自学自習の意欲を高め、生きる勇気を鼓舞すること

exchange opinions. The fruits of these efforts are then taken back to

は、制作者の工夫と努力次第で達成可能です。

the respective fields to feed further innovation and progress—this is
the ultimate aim of the JAPAN PRIZE.

私たち制作者には映像と音声、そして日々進歩を続ける情報技術という
強力なツールが与えられています。それらをどうやって活用するか？ さま

To observe across the fertile fields of knowledge and give an

ざまな背景、さまざまな知識・経験・技術を持った人々が「日本賞」に集い、

unbiased portrayal of people living with integrity in society, to

活発な問題提起と意見交換を行い、成果を自らのフィールドに持ち帰り開

change the awareness of social leaders as well as foster those who

花させる。これが「日本賞」の最大の目的です。

will take on the next generation—this is our mission. It is most
certainly not an impossible feat.

肥沃な知の平野を展望し、社会の中で誠実に生きる人々の姿を偏見なく
描く。社会のリーダーたちの意識を変えつつ、次代を担う人材を育てる。

The JAPAN PRIZE does not take on the role of teaching; however,

これが私たちのmissionです。決してimpossibleではありません。

we prepare a myriad of stimuli as we await your visit. I look forward
to seeing you again next time, in Tokyo.

Schedule

「日本賞」は何も教えませんが、
たくさんの「刺激」を用意して皆様を待っ
ています。次回も東京でお会いしましょう。

第40回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール

【スケジュール】

tentative
April 1-June 30 4月1日（月）〜6月30日（日）
●Entry Period (Online entry)

International Producers Conference for
Educational Media (IPCEM) Registration
教育コンテンツ世界制作者会議（IPCEM）参加者登録

エントリー受付（日本賞HPから）

Audiovisual Division コンテンツ部門
TV Proposal Division 企画部門

Early September 9月上旬
●Announcement of the Preliminary Selection Results
一次審査の結果発表

Late October 10月下旬
●Final Judgment & IPCEM

August 6-October 10 (Online entry)
8月6日（火）〜10月10日（木）（「日本賞」HPから）
International Producers Conference for
Educational Media (IPCEM)
With the purpose of improving the quality of educational content,
IPCEM will offer many opportunities for people engaged in media
and education to interact with each other. Participants will be able to
see the latest educational content, exchange opinions and network
with people from various cultures and industries. Please visit Tokyo to
experience the JAPAN PRIZE.
イ プ セ ム

(NHK Broadcasting Center, Tokyo, Japan)

教育コンテンツ世界制作者会議（IPCEM）
国内外の教育コンテンツの最新事情を知り、教育という同じ舞台

本審査（東京・渋谷 NHK放送センター）&

に立ちながら、異なるプラットフォームで制作している人たちと意

教育コンテンツ世界制作者会議（IPCEM）

見を交換し、交流を深める絶好の機会です。ぜひご参加ください。

www.nhk.or.jp/jp-prize/
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The more we learn, the further we go.

Secretariat Members
Yuichi ITAMIYA <Secretary General>
板宮 裕一 ＜事務局長＞

Mariko SAEKI <Deputy Secretary General>
佐伯 万里子 ＜事務局次長＞

Mayuko HORI <Senior Manager>
堀 真由子 ＜事務局チーフマネージャー＞

Sei TATEYAMA <Coordinator>
立山 斉 ＜コーディネーター＞

Broadcasting schedule on NHK (2012)
The 39th JAPAN PRIZE Contest Awards Ceremony:
Glory for Educational Contents
■ Nov 3 15:00-16:00 [NHK Educational TV]
The JAPAN PRIZE 2012 Presents
the World’s Great TV
■ Dec 16 16:00-17:00 [NHK Educational TV]
Introducing the JAPAN PRIZE 2012
--Complete Best Works
■ Dec 17 01:25-02:56 [NHK Educational TV]
■ Dec 18 01:25-02:46 [NHK Educational TV]
■ Dec 19 01:55-03:06 [NHK Educational TV]

Ai MABUCHI <Coordinator>
馬渕 愛 ＜コーディネーター＞

Tomomi YOSHII <Secretary>
吉井 友美 ＜秘書＞

Junko AKAMA

赤間 淳子

Mari AOKI

青木 まり

Masami FUCHIHASHI

渕橋 雅美

Sachiko HARA
Chitose HIRANO

原 幸子

〜輝け！ 教育コンテンツ世界一〜」
■ 11月3日（土）午後3時〜 4時［Eテレ］
「2012年日本賞presents 世界のとっておきテレビ」
■ 12月16日（日）午後4時〜 5時［Eテレ］
「まるごと紹介！ 2012年日本賞 受賞作品」
■ 12月17日（月）午前1時25分〜 2時56分 [Eテレ]
■ 12月18日（火）午前1時25分〜 2時46分 [Eテレ]
■ 12月19日（水）午前1時55分〜 3時06分 [Eテレ]

平野 千登勢

Saori ITO

伊藤 早織

Naoi KAWAKAMI

河上 直衣

Megumi KIYOKAWA

清川 恵美

Yuko KUBOTA

久保田 祐子

Midori MATSUMOTO

松本 みどり

Shino NAKAMURA

中村 信乃

Rimi NAKAYAMA

中山 理美

Yoshiko NAWA

那波 佳子

Rumiko NOBUTO

延藤 ルミ子

Mariko OKAMOTO

岡本 真理子

Hironori ONODERA

小野寺 広倫

Keiko OSAKABE

長我部 恵子

Naoko OSHIMA

大島 直子

Luna OYAMA

小山 るな

Kazumi SHIOTSU

塩津 和己

Kazuo SHIOZAKI

塩崎 一男

Sayaka SUZUKI

「日本賞」関連番組（2012年）
「第39回日本賞授賞式

www.nhk.or.jp/jp-prize/
JAPAN PRIZE Contest Secretariat
Japan Broadcasting Corporation (NHK)
2-2-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-8001, Japan
Phone: +81-3-3465-6199 Fax: +81-3-3481-1800
「日本賞」事務局（制作局 教育イベント総合事務局）
〒150-8001 東京都渋谷区神南2-2-1
電話

日本放送協会（NHK）

03-3465-6199 FAX 03-3481-1800

The Report of the JAPAN PRIZE 2012
第39回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール報告書
Edited by the JAPAN PRIZE Contest Secretariat
(NHK, NHK International, Inc.)
Designed and Produced by Asahi Business Co., Ltd. (QBS)
Photos by Atsushi Tomura (Bullet Photos)
Published by NHK ©2013

鈴木 さや香

Miyuki TAKAHASHI

高橋 美幸

Keiko TAKAMATSU

高松 圭子

Hiroo YAMASHITA

山下 博央

編

集／「日本賞」事務局（NHK、NHKインターナショナル）
デザイン・制作／アサヒビジネス株式会社（QBS）
写真撮影／戸村 功臣（ブリットフォトス）
発 行／ NHK ©2013

Participating Countries/Regions and Number of Participating Institutions 参加国・地域及び参加機関数
■Asia

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Brunei
China
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Myanmar
Nepal
Pakistan
Philippines
Republic of Korea
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam

アジア

アフガニスタン
バングラデシュ
ブータン
ブルネイ
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
ミャンマー
ネパール
パキスタン
フィリピン
韓国
シンガポール
スリランカ
台湾
タイ
ベトナム

1
5
1
1
3
6
2
24
13
1
1
2
4
7
1
2
6
4
1

■Oceania オセアニア

Australia

オーストラリア

1

■Middle

Iran
Iraq
Israel
Kuwait
Turkey

イラン

1
1
1
1
5

East

中東

■Europe
ヨーロッパ

■Africa
アフリカ

Belgium
Croatia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Democratic Republic of
the Congo
Ethiopia
Kenya
South Africa

イラク
イスラエル
クウェート
トルコ

ベルギー
クロアチア
デンマーク
エストニア
フィンランド
フランス
ドイツ
ハンガリー
アイルランド
イタリア
ラトビア
リトアニア
オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
スペイン
スウェーデン
スイス
ウクライナ
イギリス

1
1
1
1
1
4
7
3
1
1
1
1
6
3
2
1
1
6
1
1
5
14

コンゴ民主共和国

1

エチオピア

1
3
1

ケニア
南アフリカ

■North America
北米

■Central

& South
America

中南米

Total

Canada
United States

カナダ

Argentina
Barbados
Brazil
Colombia
Jamaica
Mexico
Peru

アルゼンチン

13
12

アメリカ

バルバドス
ブラジル
コロンビア
ジャマイカ
メキシコ
ペルー

合計

2
2
5
4
1
4
1
208

Number of Participating Countries/Regions
地域別参加国・地域数 Total=60

North America 北米

Oceania オセアニア

Africa アフリカ

2 1

4

Middle East 中東

Europe ヨーロッパ

5
Central &
South America
中南米

22
Total

7

60

19
Asia アジア

Number of Participating Organizations
参加機関数 Total=208
Africa アフリカ
Middle East 中東

1 Oceania オセアニア

Central & South America
中南米

9 6
19
Asia アジア

North America 北米

25

Total

208
63
Europe ヨーロッパ
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