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（報道資料）  

                               平成 25 年 10 月３日 

ＮＨＫ広報局 

ＮＨＫ文化祭 2013  
平成２５年１０月 1７日（木）～１１月４日（月・振休） 

 

☆ 第 40 回「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール ：10 月 17 日(木)～24 日(木)  

☆ ＮＨＫ文化祭たいけん広場 2013 ：11 月 2 日(土)～ ４日(月・振休)  

☆ アジア教育プロデューサー会議 ：10 月 19 日(土)～24 日(木) 

☆ 関連番組編成 ：１１月～２月  

 

ＮＨＫの多彩な教育・文化的サービスを視聴者に広く体験していただくと共

に、国内外の最先端コンテンツ制作者たちとの交流を通して、ＮＨＫコンテン

ツの充実と新機軸の開発に資する複合イベントを目指します。 
 

放送番組をベースに、最先端のデジタルコンテンツと融合した、新しい体験型のイベントを開発す

る「NHK 文化祭」。子どもから大人まで、すべての人が楽しめる教育・文化的サービスを通して、多

様な“学び”を応援します。さらに、「日本賞」の開催やＡＢＵ（アジア太平洋放送連合）との連携を

通じて、世界の放送の発展に貢献する姿を視聴者にアピールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NHK文化祭2013　イベント・スケジュール

イベント
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月・振休

第40回日本賞 開会式 授賞式

ＮＨＫ文化祭たいけん広場2013

アジア教育プロデューサー会議

ふるさとの食・にっぽんの食

スタジオパーク無料公開

おかあさんといっしょ
ファミリーコンサート

ふれあいホール

NHK文化祭関連イベント

11月10月

～昨年のイベントより～ 
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一次審査終了・ファイナリスト作品 決定！ 
今年の「日本賞」には、初応募となるアゼルバイジャン共和国とパラオ

共和国を含む、世界 57の国・地域の 208機関から、331本のエントリーが

あり、このなかから、本審査に進む「コンテンツ部門」65作品、「企画部

門」5企画が決定しました。 

 「日本賞」は、１９６５年に教育番組のコンクールとしてＮＨＫが創設しました。最近では、テレ

ビ番組や映画のほかに、ウェブやゲームなどの双方向コンテンツにも対象を広げ、今年で第４０回を

迎えます。 

世界の教育コンテンツの潮流と最新の成果を示す受賞作品は、１０月２４日(木)の授賞式で発表し

ます。 

 

教育コンテンツ国際コンクール 
第４０回 

～１０月１７日 開幕～ 
 

今年のエントリー傾向 
子ども向けコンテンツは、タブレット端末向けアプリなど、教育コンテンツの将

来像を示すエントリーが目立ち、哲学や人間関係をテーマにした番組など多様な

内容の作品がエントリーされました。 

 

大人向けのコンテンツでは、孤独死、自然災害など世界共通の社会問題に鋭く切

り込んだドキュメンタリーの応募が多かった一方、ウェブドキュメンタリーやオ

ンライン授業など、デジタルメディアが、社会的でより親しみやすい教育ツール

として活用されていることを示すコンテンツが目立ちました。 

 

「日本賞」教育コンテンツ国際コンクール 概要 

審査部門 

１． コンテンツ部門６カテゴリー  

①幼児向け ②児童向け ③青少年向け④生涯教育 ⑤福祉教育 ⑥イノベイティブ・メディア 

２． 企画部門 

主な日程 [開催期間は 10 月 17 日（木）～24 日（木）] 

10 月 17 日 開会式 

10 月 17 日～24 日 審査、IPCEM＊、ファイナリスト作品・受賞作品上映 

10 月 24 日 授賞式 
＊IPCEM・・・「教育コンテンツ世界制作者会議」（International Producers Conference for Educational Media） 

世界の制作者や研究者が集まる、教育コンテンツ制作の最新情報満載のイベントです。 

本審査は、世界 10の国と地域から集まるコンテンツ制作者や教育研

究者、ジャーナリストの審査委員 12人により、東京のＮＨＫ放送セン

ターで行われます。 

最新情報はこちらから 
「日本賞」公式ホームページ  http://www.nhk.or.jp/jp-prize/index_j.html 
公式 facebook             https://www.facebook.com/JapanPrize.NHK 

 

一次審査通過作品の一部は、コンクール開催中に公開され、制作者との質疑応答も予定しています。 
そのほか、企画部門の最終審査となる企画プレゼンテーションも、公開されます。公開は、あらかじめ

登録した参加者に限ります。 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JapanPrize.NHK
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NHK の多様な教育的・文化的サービスを体感して、世代を超えて楽し

んでいただく「NHK 文化祭たいけん広場」。今年はテレビ放送開始 60

年。盛りだくさんの内容で、視聴者と NHK とが、そして過去といまと

未来がつながる、発見やおどろきにあふれた楽しいイベントを目指しま

す。イメージキャラクターはＥテレでおなじみの「チャロ」。会場の様々

なところに顔を出し、来場者を楽しい世界へと誘います。 

 

○「おどろく、つながる、元気の“わっ”！」 

今年のキャッチコピーです。様々な世代の人が学び、つながりあう。そして新たな発見に

ワクワク・ドキドキする様子を表しています。今年もキャラクターショーや番組スペシャル

ステージ、ふれあいホールでの公開収録など多彩なステージショーを行うほか、スーパーハ

イビジョンの美しい CG で宇宙旅行を楽しめる映像展示や人形劇制作の舞台裏を楽しめるワ

ークショップなど、盛りだくさんの内容で、来場者をおもてなしします！ 

 

○NHK と民放が美術でつながる！「テレビ放送６０周年 NHK＋民放 テレビ美術の世界」 

今年はテレビ放送開始６０年の年。NHK と在京民放５社が共同して、「テレビ美術の 60

年の歩み」を振り返るスペシャル展示を行います。かつてお茶の間でみんながワクワクしな

がら見ていた、あの懐かしい名物番組のセットや小道具が勢ぞろい、子どもから大人まで、

すべての人が楽しめる仕掛けが満載です。 

 

○「テレビ体操」「ラジオ体操」が合同でイベント実施！ 

さらに、人気コンテンツ「テレビ体操」と「ラジオ体操」の出演者が揃って、屋外特設ス

テージでスペシャルイベントを実施。体操指導の先生、ピアノの先生、女性アシスタントた

ちが来場者とじかに触れ合い、体操の魅力を伝えます。 

（くわしくは NHK 文化祭 HP http://www.nhk.or.jp/bunkasai/ まで） 

ＮＨＫ文化祭たいけん広場 2013     １１月２日（土）～４日（月・振休） 

[会場]放送センター正面玄関ロビー、正面広場、5 階スタジオ、スタジオパーク、ふれあいホール他 

 

http://www.nhk.or.jp/bunkasai/


 

○主なコンテンツ 

１．ふれあいホール・Ｒスタジオでの公開収録【１１月３、4 日／観覧は事前募集】 

「にほんごであそぼ公開収録」     （11 月３、4 日ふれあいホール収録） 

「ワラッチャオ！公開収録」      （１１月 3 日ふれあいホール収録） 

「カリス mama 公開収録」       （１１月 4 日ふれあいホール収録） 

「話して、体感！基礎英語 公開収録」  （１１月３日ＣＲ５０１収録） 

※放送日時については決まり次第、番組ＨＰ上で公開予定 

２．４Ｆフロア／５Ｆフロア 

   「テレビ放送６０周年 ＮＨＫ＋民放 テレビ美術の世界」 

 「NHK ネットクラブ チャロ・スタンプラリー」 

「チャロとハイ！チーズ」   

「ノージ―のひらめき工房 紙であそぶワークショップ」 

「『銀河銭湯パンタくん』×『ざわざわ森のがんこちゃん』スペシャルイベント」 

「ペットロボットと遊ぼう！ ～体感！ロボットコンテスト～」 

「テレビの６０年を遊んじゃおう！ｂｙNHK アーカイブス」 ほか 

３．屋内・屋外ステージ 

   「ワンワンとあそぼうショー」 

   「みんなでテレビ・ラジオ体操 ～らじるといっしょ～」 

   「すイエんサーガールズ スペシャルステージ」              

   「シャキーン！ステージ★2013」  

「ムジカ・ピッコリーノ スペシャルステージ」        ほか 

４．スタジオパーク内 

「リアルタイム高画質 CG で月面旅行 〜Flying over the MOON〜」ほか 

 

○同時開催(11 月２、３日)の「ふるさとの食 にっぽんの食～東京フェスティバル～」 

東京を中心とした旬の食材のチャリティー販売や食育イベントが目白押し。「きょうの料理」

スペシャルショーとして、「おかず青年隊」が、オリジナル料理や暮らしに役立つアイデアなど

を披露します。 

○NHK スタジオパークは期間中、無料公開 

11 月１日（金）～4 日（月・振休）は、NHK スタジオパークを無料で公開します。 

 

 

＜１１月２日生放送＞ 

Ｅ テ レ  きょうの料理「クッキングコンテスト」＜一部会場より生放送※時間未定＞ 

総  合  土曜スタジオパーク 会場より生中継 ＜午後１時５０分～２時５０分＞ 

＜スペシャル番組＞ 

Ｅ テ レ  銀河銭湯パンタくん SP   ＜年末年始特集として放送予定＞ 

ラジオ第２ 話して、体感！基礎英語ＳＰ  ＜２５年１月に放送予定＞ 

＜１１月～１２月の定時番組の中で紹介＞ 

Ｅ テ レ  にほんごであそぼ （毎週月～金曜日 午前８時４０分～５０分） 

Ｅ テ レ  ノージ―のひらめき工房（毎週土曜日 午前７時３０分～４５分） 

BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ カリスｍａｍａ （毎月第３・第４水曜日 午後１１時１５分～４４分） 

BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ワラッチャオ！ （毎週日曜日 午後５時３０分～午後６時） 

「たいけん広場２０１３」関連番組の放送予定 ※未定のものは決定次第お知らせします。 


