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コンクール名 部門 賞 番組名等 

児童福祉文化賞 
映像・メディア等部
門 

児童福祉文化賞 君が僕の息子について教えてくれたこと 

橋田賞   橋田賞 連続テレビ小説「花子とアン」 

科学ジャーナリスト賞 

  科学ジャーナリスト賞 ＮＨＫスペシャル「腸内フローラ」取材班 
代表受賞者 浅井 健博ＣＰ                                                                            
（制作局第１制作センター 科学・環境番組部）  
ＮＨＫスペシャル「腸内フローラ～解明︕ 驚異の細菌パワー～」  

優良放送番組推進会
議 
 

スポーツニュース番組
部門（地上波）   

  サタデースポーツ 

旅番組部門（Ｂ
Ｓ） 

  世界ふれあい街歩き 

会議が選ぶ２０１
４年度の番組（Ｂ
Ｓ）  

  世界ふれあい街歩き 

ドキュメンタリー番組
部門（ＢＳ） 

  新日本風土記 

放送人グランプリ 
 

  企画賞 パリ白熱教室  
  第 1 回 大山勝美

賞 
訓覇 圭ＣＰ 

農業ジャーナリスト賞 
 

  農業ジャーナリスト賞 明日へ 支えあおう 復興サポート 「放射能汚染からの漁業再生～福島・
いわき市～」 

  農業ジャーナリスト賞 ＥＴＶ特集「それでも道はできる～福島・南相馬 コメ農家の挑戦～」 

ギャラクシー賞 
 

テレビ部門 優秀賞 ＢＳ１スペシャル 遠い祖国 ブラジル日系人抗争の真実 

テレビ部門 優秀賞 ＮＨＫスペシャル ドキュメント“武器輸出” 防衛装備移転の現場か 

テレビ部門 選奨 ＮＨＫスペシャル 老人漂流社会 “老後破産”の現実 

テレビ部門 選奨 ＢＳ１スペシャル 天才 ボビー・フィッシャーの闘い ～チェス盤上の米ソ冷
戦～ 

テレビ部門 選奨 東日本大震災プロジェクト シリーズ 「明日へ -支えあおう- 復興サポー
ト」 

テレビ部門 奨励賞 特集ドラマ「LIVE! LOVE! SING!」生きて愛して歌うこと 

テレビ部門 奨励賞 プレミアムよるドラマ 徒歩７分 
テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「薬禍の歳月～サリドマイド事件５０年～」  

テレビ部門 奨励賞 パリ白熱教室  

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「メルトダウン File.5 知られざる大量放出」 
テレビ部門 奨励賞 プレミアムドラマ「昨夜(ゆうべ)のカレー、明日のパン」 
テレビ部門 奨励賞 浦沢直樹の漫勉 

テレビ部門 奨励賞 ニッポン戦後サブカルチャー史 
テレビ部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル 女たちのシベリア抑留 （前・後編） 
テレビ部門 奨励賞 ＤＶにさらされる子どもたち～見過ごされてきた“面前ＤＶ”の被害～ 
テレビ部門 奨励賞 NHK スペシャル 狂気の戦場 ペリリュー ～“忘れられた島”の記録～ 

テレビ部門 奨励賞 明日へ -支えあおう- 是枝監督×女子高生～震災 3年 福島を描く～ 
テレビ部門 奨励賞 プロフェッショナル 仕事の流儀 「地域の絆で、“無縁”を包む コミュニティソー

シャルワーカー勝部麗子」 

テレビ部門 奨励賞 ヒロシマ８．６ドラマ「かたりべさん」 
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テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル 水爆実験 ６０年目の真実～ヒロシマが迫る“埋もれた
被ばく”～ 

テレビ部門 奨励賞 戦後史証言プロジェクト 日本人は何をめざしてきたのか 知の巨人たち  

テレビ部門 奨励賞 土曜ドラマ「５５歳からのハローライフ」 
テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「ふるさと“水俣”に生きる～次世代からのメッセージ～」    

テレビ部門 奨励賞 バリバラ～障害者情報バラエティー～ シリーズ出生前検査 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル“認知症８００万人”時代「認知症行方不明者１万人
～知られざる徘徊の実態～」 

テレビ部門 奨励賞 LIFE!～人生に捧げるコント～ 
テレビ部門 奨励賞 ラストデイズ 「忌野清志郎×太田光」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル シリーズ 廃炉への道  
テレビ部門 奨励賞 となりのシムラ 
テレビ部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル「和食・魅惑の世界」 

テレビ部門 奨励賞 新日本風土記「廃墟」 

テレビ部門 奨励賞 幻の東京計画～首都にありえた３つの夢～            
テレビ部門 奨励賞 奇跡のレッスン～世界の最強コーチと子どもたち～ サッカー編  

テレビ部門 奨励賞 名盤ドキュメント はっぴいえんど「風街ろまん」～日本語ロックの金字塔はど
う生まれたのか︖～    

ラジオ部門 奨励賞 FM シアター「真昼の流れ星」 

ラジオ部門 奨励賞 震災４年 ラジオ特集「福島産、どうですか︖」～いま”風評”を読み解く～ 
報道活動部門 奨励賞 ＮＨＫ「認知症行方不明者１万人」一連のキャンペーン報道 

放送文化基金賞 
 

テレビドキュメンタリー
番組 

最優秀賞 ＥＴＶ特集「薬禍の歳月～サリドマイド事件５０年～」  

テレビドキュメンタリー
番組 

演出賞 ＥＴＶ特集「薬禍の歳月～サリドマイド事件５０年～」のディレクター 
石原 大史（制作局第１制作センター 文化・福祉番組部） 

テレビドキュメンタリー
番組 

奨励賞 ＮＨＫスペシャル 水爆実験 ６０年目の真実～ヒロシマが迫る“埋もれた
被ばく”～ 

テレビドキュメンタリー
番組 

奨励賞 ＮＨＫスペシャル 知られざる衝撃波～長崎原爆・マッハステムの脅威～ 

テレビドキュメンタリー
番組 

奨励賞 ＢＳ１スペシャル 女たちのシベリア抑留 （前・後編） 

テレビドラマ番組 優秀賞 土曜ドラマ「５５歳からのハローライフ」                     
第１話「キャンピングカー」、 最終話「空を飛ぶ夢をもう一度」 

テレビエンターテインメ
ント番組 

優秀賞 秋の文学スペシャル 漱石こころ 100年の秘密 

個人・グループ部門 放送文化 三村 忠史ＣＰ（報道局社会番組部） 

個人・グループ部門 放送技術 ハンディカメラ対応バーチャルスタジオ開発グループ（代表者︓放送技術研
究所 所付 加藤大一郎） 

伊藤熹朔賞 
  本賞 土曜ドラマ「ロング・グッドバイ」のテレビ美術に対して                 

山口類児 専任部長/  伊達美貴子 職員（デザインセンター 映像デザ
イン部） 

菊池寛賞 
  菊池寛賞 ＮＨＫスペシャル「カラーでよみがえる東京」および「カラーでみる太平洋戦

争」 

日本医学ジャーナリスト
協会賞 

映像部門 大賞 ＥＴＶ特集「薬禍の歳月～サリドマイド事件５０年～」  
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石橋湛山記念           
早稲田ジャーナリズム大
賞 

公共奉仕 奨励賞 ＮＨＫスペシャル 水爆実験 ６０年目の真実～ヒロシマが迫る“埋もれた
被ばく”～ 

東京ドラマアウォード 
 

作品賞部門 優秀賞 マッサン 

ローカルドラマ部門 ローカル・ドラマ賞 ここにある幸せ 

「地方の時代」映像祭 放送局部門 選奨 ＮＨＫスペシャル「命と向きあう教室 ～被災地の 15歳・1年の記録～」 

グッドデザイン賞 
  グッドデザイン・未来

づくりデザイン賞 
「ミミクリーズ」 きいろとくろのヒミツ 

科学放送高柳賞   優秀賞 ＮＨＫスペシャル「腸内フローラ 解明︕驚異の細菌パワー」 

４Ｋ徳島映画祭   ドキュメンタリー賞 新日本風土記 「萩 津和野」 

文化庁芸術祭 
 

テレビ・ドキュメンタリ
ー部門 

大賞 ＥＴＶ特集「薬禍の歳月～サリドマイド事件５０年～」  

テレビ・ドラマ部門 大賞 土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」 第１回「窓」、４回「顔」、５回「指」 

テレビ・ドラマ部門 優秀賞 スペシャルドラマ「洞窟おじさん」 

ＤＥＧジャパン・アワード 
ブルーレイ大賞 

  審査員特別賞 山賊の娘 ローニャ  

放送ウーマン賞 
 

  放送ウーマン賞 小柳ちひろ（株式会社テムジン）                                       
（NHK スペシャル「女たちの太平洋戦争～従軍看護婦 激戦地の記録
～」、BS1 スペシャル「女たちのシベリア抑留」） 

  放送ウーマン賞 山口千波（株式会社特効）                                              
（紅白歌合戦 北島三郎「風雪流れ旅」） 

芸術選奨 
放送部門 芸術選奨文部科学

大臣賞 
矢島 良彰（株式会社テムジン）  
（ＮＨＫスペシャル「女たちの太平洋戦争～従軍看護婦 激戦地の記録
～」 ほかの成果） 

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 新島誕生 西之島 大地創成の謎に迫る 
自然・くらし部門 部門優秀賞 ＮＨＫスペシャル 小笠原の海にはばたけ  アホウドリ移住計画 
研究開発・教育部
門 

部門優秀賞 コズミックフロント・プラネタリウム版 ファーストスター誕生 

 


