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コンクール名 部門 賞 番組名等 

橋田賞 

  橋田賞 土曜ドラマ「夏目漱石の妻」 

  橋田賞 ＮＨＫこども幼児番組 

  橋田賞新人賞 高畑 充希(連続テレビ小説「とと姉ちゃん」の演技に対して) 

科学ジャーナリスト賞 

    ブレイブ 勇敢なる者「Mr.トルネード～気象学で世界を救った男

～」   代表受賞者  佐々木 健一（ＮＨＫエデュケーショナ

ル 特集文化部 主任プロデューサー） 

農業ジャーナリスト賞   農業ジャーナリスト賞 地域魅力化ドキュメント ふるさとグングン！ 

放送人グランプリ 

  グランプリ 池端 俊策 脚本家(土曜ドラマ「夏目漱石の妻」／終戦スペシャ

ルドラマ 「百合子さんの絵本～陸軍武官・小野寺夫婦の戦争

～」) 

  準グランプリ ＮＨＫスペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２

３年目の告白～」 

  企画賞 サラメシ 

  第 3回 大山勝美賞 吉田 照幸 

（ＮＨＫエンタープライズ エグゼクティブプロデューサー） 

ＪＰＰＡアワード 

 

経済産業大臣賞／映

像技術 ＴＶドラマ部門  

ゴールド賞 土曜ドラマ「スニッファー 嗅覚捜査官（ＳＮＩＦＦＥＲ）」(株

式会社ＮＨＫメディアテクノロジー 関口 寛子、近藤 貴弓、佐

藤 望／株式会社スムック 眞舩 毅) 

映像技術 ＴＶドキュメ

ンタリー部門  

ゴールド賞 ＮＨＫスペシャル「戦艦武蔵の最期～映像解析 知られざる“真

実”～」 日本放送協会（ＮＨＫ）「戦艦武蔵」ＣＧＶＦＸチ

ーム  

映像技術 ＶＦＸ部門  ゴールド賞 ＮＨＫスペシャル「完全解剖 ティラノサウルス ～最強恐竜 進化

の謎～」 株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー「ティラノサウルス」Ｖ

ＦＸチーム 

ＶＦＸ部門 審査員特別賞  ダーウィンが来た！生きもの新伝説「よみがえれ！恐竜（１）史上

最強！ティラノサウルスの真実」 日本放送協会（ＮＨＫ）「ダー

ウィンが来た！」ＣＧＶＦＸチーム 

映像技術 ＴＶドラマ部

門  

シルバー賞 ザ・プレミアム「時空超越ドキュメンタリードラマ 江戸城無血開城」 

株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ 中野 雅俊 

音響技術 ＴＶドラマ部

門  

シルバー賞 ザ・プレミアム「時空超越ドキュメンタリードラマ 江戸城無血開城」 

株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ 小田 崇 

映像技術 ＴＶドキュメ

ンタリー部門 

シルバー賞 本当にあった幸せ物語「もう一度、会いたい～亡き夫の人生を追っ

て～」 株式会社日テレ・テクニカル・リソーシズ 馬場 勝 

ギャラクシー賞 

テレビ部門 大賞 ＮＨＫスペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２

３年目の告白～」 

テレビ部門 選奨 プレミアムドラマ「奇跡の人」 
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ギャラクシー賞 

テレビ部門 選奨 ブレイブ 勇敢なる者「えん罪弁護士」 

テレビ部門 選奨 ＮＨＫスペシャル「廃炉への道２０１６ 調査報告 膨らむコスト

～誰がどう負担していくか～」 

ラジオドラマ部門 優秀賞 広島原爆の日ラジオ特集「あの日、母は少女だった～被爆の記憶

をたどる母と息子の対話～」 

報道活動部門 選奨 ハートネットＴＶ 熊本地震に関する一連の報道活動  
個人賞 満島ひかり 

テレビ部門 奨励賞 ＳＷＩＴＣＨインタビュー 達人達「渡辺謙×山中伸弥」 

テレビ部門 奨励賞 ハートネットＴＶ  緊急報告・熊本地震 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「大アマゾン 最後の秘境」 第２集 ガリンペイロ 

黄金を求める男たち 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「私たちのこれから ＃不寛容社会」 

テレビ部門 奨励賞 土曜ドラマ「トットてれび」 

テレビ部門 奨励賞 証言記録・東日本大震災 第５４回「福島県南相馬市～原発

バス避難 試練の２週間」 

テレビ部門 奨励賞 「とと姉ちゃん」と、あの雑誌 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「未解決事件 File.５ ロッキード事件」 

テレビ部門 奨励賞 はに丸ジャーナル「リオ五輪直前スペシャル」 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「関東大震災と朝鮮人 悲劇はなぜ起きたのか」 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「武器ではなく 命の水を～医師・中村哲とアフガニス

タン～」 

テレビ部門 奨励賞 バリバラ・ドラマ第３弾「アタシ・イン・ワンダーランド」 

テレビ部門 奨励賞 爆走風塵～中国・激変するトラック業界 

ラジオ生番組部門 奨励賞 福島から２時間出しているラジオ～地域活性化のヒントは、“福島

モデル”にあり！～ 

ラジオエンターテインメント

部門 

奨励賞 孤高のキャメラマン木村大作 映画人生を語る  

ラジオドラマ部門 奨励賞 ＦＭシアター「冬の曳航」 

テレビ部門 奨励賞 土曜ドラマ「夏目漱石の妻」 

テレビ部門 奨励賞 宮崎発地域ドラマ「宮崎のふたり」 

テレビ部門 奨励賞 ねほりんぱほりん 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「今よみがえるアイヌの言霊～１００枚のレコードに込

められた思い～」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「ばっちゃん～子どもたちが立ち直る居場所～」 

テレビ部門 奨励賞 新春スペシャルドラマ「富士ファミリー２０１７」 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「人知れず 表現し続ける者たち」 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「小野田元少尉の帰還 極秘文書が語る日比外交」 
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ギャラクシー賞 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「メルトダウン File.６ 原子炉冷却１２日間の

深層～見過ごされた“危機”～」 

テレビ部門 奨励賞 幸せなら手をたたこう～名曲誕生の知られざる物語～ 

テレビ部門 奨励賞 ドラマ１０「水族館ガール」 

テレビ部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル「シリアを遠く離れて～アンマール少年と家族の５

年～」 

テレビ部門 奨励賞 シリーズ江戸川乱歩集Ⅱ妖しい愛の物語「人間椅子」 

テレビ部門 奨励賞 シリーズ リアルサウンドが伝える世界「殺人者３４万人の帰郷～

ルワンダ虐殺２２年目～」 

テレビ部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル「ザ・リアル・ボイス“ダイナー”からのアメリカの本音

が聞こえる PartⅡ」 

テレビ部門 奨励賞 爆走風塵～中国・激変するトラック業界～ 

テレビ部門 奨励賞 認知症 ともに新しい時代へ ドキュメンタリードラマ「母、立ちあが

る」 

放送文化基金賞 

テレビドキュメンタリー部

門 

最優秀賞 ＮＨＫスペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２

３年目の告白～」 

テレビドキュメンタリー部

門 

奨励賞 ＥＴＶ特集「水俣病 魂の声を聞く～公認確認から６０年～」 

テレビドキュメンタリー部

門 

奨励賞 ＮＨＫスペシャル「決断なき原爆投下 米大統領 ７１年目の真

実」 

テレビドラマ部門 最優秀賞 土曜ドラマ「トットてれび」 

テレビドラマ部門 優秀賞 土曜ドラマ「夏目漱石の妻」 

テレビドラマ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「未解決事件 file.５ ロッキード事件」 実録ド

ラマ 第一部・第二部 

テレビドラマ部門 【個人賞】演出賞 土曜ドラマ「夏目漱石の妻」 エグゼクティブ・ディレクター 柴田 岳

志(ＮＨＫエンタープライズ)／エグゼクティブ・ディレクター 榎戸 崇

泰(ＮＨＫエンタープライズ)  

テレビドラマ部門 【個人賞】演技賞 満島 ひかり(土曜ドラマ「トットてれび」 

テレビドラマ部門 【個人賞】演技賞 長谷川博己(土曜ドラマ「夏目漱石の妻」) 

テレビエンターテインメント

部門 

最優秀賞 ザ・プレミアム「寅さん、何考えていたの？渥美清・心の旅路」  

テレビエンターテインメント

部門 

奨励賞 天空のお花畑 大雪山“小さな賢者”の物語 

テレビエンターテインメント

部門 

奨励賞 ＥＴＶ特集「１５歳 私たちが見つけたもの～熊本地震 ３年３

組の 半年～」  

テレビエンターテインメント

部門 

【個人賞】映像賞 天空のお花畑 大雪山“小さな賢者”の物語 撮影 鈴木 友史

(札幌放送局 技術部・制作技術)／撮影 村井 陽亮 (札幌

放送局 技術部・制作技術)／映像 周東 昭彦(札幌放送局 
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技術部・制作技術 チーフエンジニア)／撮影 若松 元明

(（株）映像工房 隗) 

放送文化基金賞 

ラジオ部門 優秀賞 震災ラジオ特集「３．１１ 若者たちは、いま」 

個人・グループ部門【放

送文化】 

  三宅 民夫 エグゼクティブ・アナウンサー（アナウンサーとして長年

にわたる放送界への貢献） 

個人・グループ部門【放

送技術】 

  スーパーハイビジョン試験放送用受信機 開発グループ(ＮＨＫ／

シャープ)代表者 技術局スーパーハイビジョン開発部 原 哲 

（スーパーハイビジョン試験放送用高度ＢＳデジタル受信機の開

発に対して） 

個人・グループ部門【放

送技術】 

  手話 CG生成システム開発グループ 代表者 放送技術研究所 

ヒューマンインターフェース研究部 東 真希子 (気象情報の手話

CG生成システムの開発に対して) 

九州魅力発掘大賞   大賞 ブラタモリ「＃３４ 熊本城」、「＃３５ 水の国・熊本」  

伊藤熹朔賞 

  本賞 大河ファンタジー「精霊の守り人２ 悲しき破壊神」 山口類児専

任部長（デザインセンター 映像デザイン部）、杦本梨奈（デザイ

ンセンター 映像デザイン部）、神林篤（ＮＨＫアート）、岸聡光

（ＮＨＫアート）、小島規子（フリー） 

衛星放送協会オリジ

ナル番組アワード 

ドキュメンタリー番組部門 最優秀賞 爆走風塵～中国・激変するトラック業界～ 

中継番組部門 最優秀賞 ゆる～く深く！プロ野球 

バラエティ番組部門 審査員特別賞  めざせ！オリンピアン「“野獣”松本薫 ×“ビビり”１５歳  柔道 

世界のワザと心を本気で伝授！」 

オリジナル編成企画 審査員特別賞  渥美清さん没後２０年 “寅さん”特集 

ＡＴＰ賞テレビグラ

ンプリ 

  グランプリ ＢＳ１スペシャル「原爆救護～被爆した兵士の歳月～」 

ドキュメンタリー部門 最優秀賞 ＢＳ１スペシャル「原爆救護～被爆した兵士の歳月～」 

ドラマ部門 最優秀賞 プレミアムドラマ「奇跡の人」 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 ＢＳ１スペシャル「チャイナ・ブルー ある企業家の記録」 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 ＥＴＶ特集「武器ではなく命の水を 医師･中村哲とアフガニスタ

ン」 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 リアルサウンドが伝える世界「殺人者３４万人の帰郷 ルワンダ虐

殺２２年目の“声”」 

情報・バラエティ部門 優秀賞 ザ・プレミアム「時空超越ドキュメンタリードラマ 江戸城無血開城」 

ドラマ部門 優秀賞 プレミアムよるドラマ「プリンセスメゾン」 
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ドラマ部門 優秀賞 ＢＳプレミアム スーパープレミアムドラマ「漱石悶々 夏目漱石最

後の恋 京都祇園の二十九日間」 

ドキュメンタリー部門 奨励賞 ブレイブ 勇敢なる者「えん罪弁護士」 

ドキュメンタリー部門 奨励賞 世界は Tokyo をめざす「ひとりのアスリートとして泳ぎたい～シリア

難民 男子競泳～」 

情報・バラエティ部門 奨励賞 「おかしな男」渥美清・寅さん夜明け前 

情報・バラエティ部門 奨励賞 超入門！落語 THE MOVIE「初天神」、「饅頭怖い」 

ドラマ部門 奨励賞 プレミアムよるドラマ「嘘なんてひとつもないの」 最終回 見たことも

ない空 

  優秀新人賞 篠原 利恵（テレビマンユニオン） ドキュメンタリーWAVE「子ども

たちの”リアル”を取り戻せ 韓国ネット依存治療最前線」（ＮＨＫ 

ＢＳ１） 

  優秀新人賞 赤坂 恵美子（東北新社） 認知症：ともに新しい時代へ ドキ

ュメンタリードラマ「母、立ちあがる」（ＮＨＫ 総合） 

  優秀新人賞 藤原 桃子（ＮＨＫエデュケーショナル） オトナの一休さん「第一

則 クソとお経」（ＮＨＫ Ｅテレ） 

  奨励新人賞 福山 穣（ＮＨＫエデュケーショナル） ＢＳ１スペシャル「激

戦！おもてなしのアスリート ～世界ソムリエコンクール～」（ＮＨ

Ｋ ＢＳ１） 

  奨励新人賞 佐藤 創我（グループ現代） ＢＳ１スペシャル「月へ、夢を 人

類初の月面探査レースに挑む」（ＮＨＫ ＢＳ１） 

  総務大臣賞 大河ファンタジー「精霊の守り人」 第４回 決戦のとき 

ジャパン・ツーリズム・

アワード 

メディア部門 海外領域 審査委員会特別賞 世界ふれあい街歩き 

メディア部門 国内・訪

日領域 

部門賞 ＮＨＫワールド「Journeys in Japan」 

早稲田ジャーナリズ

ム大賞 

公共奉仕部門 大賞 ＮＨＫスペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ ２

３年目の告白～」 

「地方の時代」映像

祭 

放送局部門 選奨 ＮＨＫスペシャル「沖縄 空白の１年～“基地の島”はこうして生ま

れた～」 

放送局部門 選奨 こころの時代～宗教・人生～「地の底の声 筑豊・炭鉱に生きた女

たち」 

東京ドラマアウォード 

連続ドラマ部門 優秀賞 大河ドラマ「真田丸」 

単発ドラマ部門 優秀賞 ＮＨＫスペシャル「未解決事件 file.５ ロッキード事件」 実録ド

ラマ 第一部・第二部 

  特別賞 大河ファンタジー「精霊の守り人Ⅱ 悲しき破壊神」 
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  ローカルドラマ賞 山口発地域ドラマ「朗読屋」 

個人賞 主演男優賞 堺 雅人（大河ドラマ「真田丸」） 

個人賞 助演男優賞 草刈 正雄（大河ドラマ「真田丸」） 

映文連アワード

2017 

想いを伝える ソーシャ

ル・コミュニケーション部門 

部門優秀賞 ネクストブレイカー 竹原ピストル 

科学放送高柳賞   優秀賞 村山斉の宇宙をめぐる大冒険 

文化庁芸術祭 

テレビ・ドラマ部門 大賞 特集ドラマ「眩（くらら）～北斎の娘～」 

テレビ・ドラマ部門 優秀賞 土曜ドラマ「夏目漱石の妻」 

テレビ・ドキュメンタリー部

門 

優秀賞 ＮＨＫスペシャル「戦慄の記録 インパール」 

ラジオ部門（ドキュメンタ

リーの部） 

優秀賞 ラジオ特集「ドキュメント・原爆ドーム前」  

ラジオ部門（ドラマの

部） 

優秀賞 ＦＭシアター「冬の曳航」 

芸術選奨 
放送部門 芸術選奨文部科学大

臣新人賞 

加藤 拓（ＮＨＫエンタープライズ） 「眩(くらら)～北斎の娘～」

の成果に対して 

科学技術映像祭 

自然・くらし部門 文部科学大臣賞 ＮＨＫスペシャル「ディープオーシャン 超深海 地球最深への挑

戦」 

教育・教養部門 文部科学大臣賞 ＮＨＫスペシャル「人体 神秘の巨大ネットワーク」 第１集 “腎

臓”が寿命を決める 

教育・教養部門 部門優秀賞 ＮＨＫスペシャル「シリーズ古代遺跡透視 大ピラミッド 発見！謎

の巨大空間」 

VFX－JAPAN アワ

ード２０１８ 

テレビ番組 VFX部門 優秀賞 精霊の守り人 シーズン 2 悲しき破壊神 VFX チーム 

先導的視覚効果部門 最優秀賞 第 67回 NHK紅白歌合戦 都庁中継 CG制作チーム 

坂田記念ジャーナリ

ズム賞 

第１部門放送の部（ス

クープ・企画報道） 

坂田記念ジャーナリズ

ム賞 

ＮＨＫスペシャル「総書記 遺された声～日中国交４５年目の

秘史～」 

 
 


