
２０１８年度 受賞番組 

  国内 

コンクール名 部門 賞 番組名等 

橋田賞 

  橋田賞 ＮＨＫスペシャル「戦慄の記録 インパール」 

  橋田賞 岡田 惠和 （脚本家）連続テレビ小説「ひよっこ」、スペシャル
ドラマ「最後の同窓会」（テレビ朝日）の脚本に対して  

  橋田賞新人賞 有村 架純 連続テレビ小説「ひよっこ」の演技に対して 

  橋田賞新人賞 竹内  涼真 連続テレビ小説「ひよっこ」、日曜劇場「陸王」
（TBS）等の演技に対して 

放送人グランプリ 

  グランプリ NHK スペシャル 4作品 
「戦慄の記録・インパール」 「本土空襲  全記録」 「７３１部
隊の真実～エリート医学者と人体実験」 「樺太地上戦 終戦
後７日間の悲劇」 

  特別賞 特集ドラマ「眩(くらら) ～北斎の娘～」  美術スタッフ    
  第 4 回 大山勝

美賞 
加藤 拓  ＮＨＫエンタープライズ エグゼクティブプロデューサー 

科学ジャーナリスト賞 
映像部門 科学ジャーナリスト

賞 
クローズアップ現代＋「中国“再エネ”が日本を飲み込む︕︖」 

ギャラクシー賞 

テレビ部門 優秀賞 ＮＨＫスペシャル 「スクープドキュメント 沖縄と核」 

テレビ部門 優秀賞 １００分ＤＥメディア論  

報道活動部門 優秀賞 相模原障害者施設殺傷事件後の一連の報道活動 

テレビ部門 選奨 ＢＳ１スペシャル 「“フェイクニュース”を阻止せよ～真実をめぐる
攻防戦～」 

テレビ部門 選奨 ＮＨＫスペシャル 戦慄の記録 インパール 

テレビ部門 選奨 ETV特集「長すぎた入院 ～精神医療・知られざる実態～」 

テレビ部門 選奨 BS1 スペシャル「サハリン残留 家族の歳月」 

個人賞   高橋 一生 大河ドラマ「 おんな城主 直虎」（NHK）連続テ
レビ小説「わろてんか」（NHK）などの演技に対して 

テレビ部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル「ハミルトン 大ヒットミュージカルが問うアメリカ」   

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集 「境界の家 沖縄から福島へ・ある原発技術者の
半生」 

テレビ部門 奨励賞 おげんさんといっしょ 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル 「発達障害～解明される未知の世界～」 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集 「“原爆スラム”と呼ばれた街で」 

テレビ部門 奨励賞 ノーナレ「ミアタリ」 

テレビ部門 奨励賞 体感ドキュメント 日本の異国にホームステイ︕「フィリピン人街＠
名古屋栄」 

テレビ部門 奨励賞 連続テレビ小説 ひよっこ 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「戦後ゼロ年 東京ブラックホール」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「７３１部隊の真実～エリート医学者と人体
実験～」 

テレビ部門 奨励賞 明日へ 東日本大震災・証言記録  第 67回 福島県 
核燃料プールを冷やせ︕～自衛隊と消防 決死の放水作戦～ 

テレビ部門 奨励賞 たけし誕生～オイラの師匠と浅草～ 

テレビ部門 奨励賞 裕次郎は死なない～心に刻まれた５つの物語～  
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テレビ部門 奨励賞 最後の講義 石黒浩教授 

テレビ部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル 「地下鉄に咲く小さな花 韓国 老人宅配
便」 

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「青春は戦争の消耗品ではない 映画作家 大林
宣彦の遺言」 

テレビ部門 奨励賞 NHKスペシャル シリーズ人体 神秘の巨大ネットワーク 第 1集
「“腎臓”が寿命を決める」 

テレビ部門 奨励賞 ドラマ 10「この声をきみに」 

テレビ部門 奨励賞 ETV特集「ペリーの告白～元米国防長官・沖縄への旅～」 

テレビ部門 奨励賞 BS1 スペシャル「原発事故 7 年目 揺れる甲状腺検査 前編 
がんはなぜ多く見つかっているのか／後編 “過剰診断” 深まる
混迷」 

テレビ部門 奨励賞 テレビ 時空超越ドラマ&ドキュメント「美子伝説」 

テレビ部門 奨励賞 テレビ NHK スペシャル「光と影 ふたりのダンサー～紅白 舞台裏
のドラマ～」 

テレビ部門 奨励賞 ドラマ 10「女子的生活」 

テレビ部門 奨励賞 NHK スペシャル未解決事件 FILE.06「赤報隊事件」「赤報隊
事件 戦慄の銃弾 知られざる闇」 

テレビ部門 奨励賞 ETV特集「人知れず 表現し続ける者たちⅡ」 

テレビ部門 奨励賞 ETV 特集「忘却にあらがう～福島原発裁判・原告たちの記録
～」 

テレビ部門 奨励賞 プレミアムドラマ「弟の夫」 

ラジオ部門 奨励賞 FM シアター「満天のゴール」（前後編） 

ＪＰＰＡアワード 

映像技術部門 グレ
ーディング部門 

経済産業大臣賞  特集ドラマ 眩～北斎の娘～ 
ＮＨＫメディアテクノロジー 放送技術本部 映像部   関口 
寛子 専任エンジニア 

映像技術部門 コン
ポジット／VFX 部門
（テレビ） 

ゴールド賞 NHK スペシャル 戦後ゼロ年 東京ブラックホール 
NHK アート 林 伸彦 ／ 小澤 雅夫 ／ 吉田 秀一 

映像技術部門 エデ
ィティング部門（テレ
ビ） 

シルバー賞 ETV特集「人知れず 表現し続ける者たち 
株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ 佐分利 良規 

音響技術部門 ミキ
シ ン グ部門（テレ
ビ） 

グランプリ 絶景にっぽん月の夜 
株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ  小田 崇 

放送文化基金賞 

テレビドキュメンタリー
番組部門 

最優秀賞 ＢＳ１スペシャル 父を捜して 日系オランダ人 終わらない戦争 

  奨励賞 ETV特集 亜由未が教えてくれたこと 

  奨励賞 ＢＳ１スペシャル 銀嶺の空白地帯に挑む～カラコルム・シスパ
ーレ～ 

テレビドラマ番組部門 優秀賞 特集ドラマ 「眩(くらら) ～北斎の娘～」 

【個人賞】 演技賞 宮﨑あおい  

  奨励賞 特集ドラマ 「どこにもない国」  

テレビエンターテインメ
ント番組部門 

奨励賞 人名探究バラエティー 日本人のおなまえっ︕「村がつく名字」 
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  奨励賞 小野田さんと、雪男を探した男～鈴木紀夫の冒険と死～ 

ラジオ番組部門 奨励賞  原爆の惨禍を生き抜いて～知られざる“原爆孤児”～ 

個人・グループ部門
【放送文化】 

  発達障害プロジェクト （発達障害の理解促進に貢献） 

    NHK ロボコン （３０年にわたる日本およびアジア太平洋地区
へのロボコンの普及） 

個人・グループ部門
【放送技術】 

  ８K小型カメラの開発と実用化 

九州魅力発掘大賞 映像部門 部門賞 LIFE︕～人生に捧げるコント～熊本スペシャル 

伊藤熹朔賞 
  協会賞 ＮＨＫスペシャル 戦後ゼロ年 東京ブラックホール 

山下恒彦 小澤雅夫（ＮＨＫアート） 

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 ＢＳ１スペシャル「なぜ日本は焼き尽くされたのか～米空軍幹部
が語った“真相”」 

中継番組部門 最優秀賞 Ｊリーグ 「ＦＣ東京」対「浦和レッズ」～徹底マーク︕ゴールキー
パー～  

ＡＴＰ賞テレビグランプリ 

情報・バラエティ部門 最優秀賞 いきものがかり水野良樹の阿久悠をめぐる対話 

ドキュメンタリー部門 最優秀賞 ＢＳ１スペシャル 父を捜して 日系オランダ人 終わらない戦争
（前後編） 

情報・バラエティ部門 優秀賞 ブレイブ 勇敢なる者 硬骨エンジニア 

情報・バラエティ部門 優秀賞 チコちゃんに叱られる︕ 

情報・バラエティ部門 優秀賞 ４人のモナリザ 「謎の微笑」モデルの真実 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 ＢＳ１スペシャル 福島タイムラプス 震災７年目の映像詩 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 ＢＳ１スペシャル 離郷、そして・・・ ～中国最大の移住政策～ 
ドラマ部門 優秀賞 プレミアムドラマ 全力失踪 

情報・バラエティ部門 奨励賞 １００分 DE メディア論 

情報・バラエティ部門 奨励賞 小野田さんと、雪男を探した男 鈴木紀夫の冒険と死 

ドキュメンタリー部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル 命の巨大倉庫 前編 ドバイ・世界最大の人
道支援基地 / 後編 ドバイ・世界最悪の人道支援危機 

  最優秀新人賞 房 満満（テムジン） 
ドキュメンタリーWAVE 激動の家族史を記録する 中国・新たな
歴史教育の現場（ＮＨＫ ＢＳ１） 

  優秀新人賞 飯塚 淳（ＮＨＫエデュケーショナル） 
ＥＴＶ特集 アイ アム ア ライブラリアン ～多国籍タウン 大久
保～（ＮＨＫ Ｅテレ） 

  優秀新人賞 中尾 幸代（アズバーズ） 
この世にたやすい仕事はない（ＮＨＫ ＢＳプレミアム） 

  奨励新人賞 牟田 高太郎（テレコムスタッフ） 
名盤ドキュメント 喜納昌吉&チャンプルーズ 沖縄から世界へ～
「ハイサイおじさん」の衝撃（ＮＨＫ ＢＳプレミアム） 

  奨励新人賞 鹿島 悠（NHK エンタープライズ） 
土曜時代ドラマ アシガール（ＮＨＫ 総合） 

  総務大臣賞 特集ドラマ 「眩(くらら) ～北斎の娘～」 

ジャパン・ツーリズム・アワード 
海外領域  メディア
部門 

入賞 ２度目の旅シリーズ  ～ちょっとディープな海外旅行～  

「地方の時代」映像祭 放送局部門 優秀賞 ＮＨＫスペシャル 「スクープドキュメント 沖縄と核」 
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放送局部門 選奨 ＥＴＶ特集 「告白 ～満蒙開拓団の女たち～」 

放送局部門 選奨 ＥＴＶ特集 「ラーマのつぶやき ～この社会の片隅で～」 

日本医学ジャーナリスト協会
賞 

映像部門 大賞 ＢＳ1 スペシャル 在宅死 “死に際の医療”200日の記録  
ＮＨＫエンタープライズ 下村 幸子 ＥＰ 

東京ドラマアウォード 

単発ドラマ部門 グランプリ 眩（くらら）～北斎の娘～ 

連続ドラマ部門 優秀賞 連続テレビ小説 ひよっこ 

  ローカルドラマ賞 福岡発地域ドラマ 「YOU MAY DREAM」 

石橋湛山記念 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 「戦慄の記録 インパール」 

科学放送高柳賞 
  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 

４Ｋ・VR徳島映画祭   徳島県知事賞 阿波藍の四季～究極の色彩を求めて～ 

文化庁芸術祭 

テレビ・ドラマ部門 大賞 ドラマ１０ 「透明なゆりかご」 

テレビ・ドラマ部門 放送個人賞 志尊 淳 （ドラマ１０ 「女子的生活」の演技に対して） 

テレビ・ドキュメンタリー
部門 

大賞 ＥＴＶ特集 静かで、にぎやかな世界 手話で生きる子どもたち 

ラジオ部門（ドキュメ
ンタリーの部） 

優秀賞 長崎 祈りの音色 

ラジオ部門（ドラマの
部） 

優秀賞 特集オーディオドラマ 「７３年前の紙風船」 

JSC賞   JSC賞 ETV特集 「カキと森と長靴と」 上泉 美雄 カメラマン 

ATP上方番組大賞 
  優秀賞 まちけん参上︕～あなたの街のおもしろ検定～ 「大阪市・日本

橋」 
座・高円寺ドキュメンタリーフェ
スティバル 

コンペティション部門 入賞 ETV特集 「ラーマのつぶやき ～この社会の片隅で～」  

放送ウーマン賞２０１８ 
  放送ウーマン賞 長嶋 愛 （制作局 第１制作センター 文化福祉番組部 デ

ィレクター） 

文化庁メディア芸術祭 
エンターテインメント部
門 

大賞 チコちゃんに叱られる︕ 

デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イ
ヤー'１８/ 
AMD アワード年間コンテンツ
賞 

  大賞／総務大臣
賞 

チコちゃんに叱られる︕ 

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「秘島探検 東京ロストワールド 第１集 南
硫黄島」 

自然・くらし部門 部門優秀賞 ＮＨＫスペシャル「見えないものが見える川 ～奇跡の清流 銚
子川～」 

VFX－JAPAN アワード２０
１８ 

テレビ番組VFX部門 最優秀賞 ＮＨＫスペシャル  「人類誕生」   受賞者  LUMINOUS 
PRODUCTIONS 綿森 勇／スクウェア・エニックス 本 崇臣 

テレビ番組VFX部門 優秀賞 スペシャルドラマ「荒神」  受賞者 放送技術局 制作技術セン
ター 番組制作技術部 松永孝治 

テレビ番組VFX部門 優秀賞 これが恐竜王国ニッポンだ︕  受賞者 放送技術局 制作技
術センター 番組制作技術部 日髙公平 

先導的視覚効果部
門 

最優秀賞 チコちゃんに叱られる︕   受賞者 ＮＨＫアート 林 伸彦／
中野 大亮  
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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「未解決事件 FILE.６ 赤報隊事件 戦慄
の銃弾」 

 


