
Ｎｏ． 部門 種別 作品名 分数 製作機関（企画製作機関） 企画機関

科学教育部門（1６本）

1 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ 世界遺産シリーズ   知床  ～海・川・森の物語～ 31 （株）ＣＮインターボイス （社）国土緑化推進機構

2 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ 子どもどうぶつ劇場第１巻  夜の狩人フクロウ／あつまれ！カエル唄合戦 30 （株）群像舎

3 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ 子どもどうぶつ劇場第2巻  トンボ・チョウ舞う里山探検／大雪山エゾシマリスの短い夏 30 （株）群像舎

4 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ 子どもどうぶつ劇場第3巻 グルメなニホンザル!_?／オカガニ・ウミガメ赤ちゃん誕生！ 30 （株）群像舎

5 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ 中学理科2分野 第3巻「動物の体のつくりとはたらき」 32 東映（株）教育映像部

6 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ 動く植物   ～植物の運動と成長の調節～ 34 （有）EUGLENA （有）EUGLENA

7 科学教育 TV 驚異の小空間「細胞」  ～大きく発展をとげた生命科学の10年～ 29 （株）日テレアックスオン （独）科学技術振興機構

8 科学教育 TV 10min.ボックス理科 微生物の世界  ～クスリをつくる微生物～ 10 日本放送協会 日本放送協会

9 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ 中学理科2分野 第2巻「大地の変化」 28 東映（株）教育映像部

日常にひそむ数理曲線

11 科学教育 TV みんなの理科 実験マイスター「電磁石編」 14 （株）日テレアックスオン （独）科学技術振興機構

12 科学教育 TV 自然がつくる色の世界 29 （株）映像館 文部科学省

13 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ ミウラ折り ～日本の折紙が宇宙探査で活躍～ 13 ブロードバンドテレビ（株） 宇宙航空研究開発機構

14 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ 子ども向け広報用ビデオ ブンブンとケンケン　宇宙の謎にせまる！ 16 ブロードバンドテレビ（株） 宇宙航空研究開発機構

15 科学教育 TV
アトムの剣と挑戦者たち　～原子力・放射線で未知の可能性に挑む～ 天体の氷の謎を探る  宇宙
の強誘電体の氷 29 (株)SOGA　OFFICE/(株)サン・アート (独)科学技術振興機構

16 科学教育 TV 22世紀の地球を救え 29 日本宇宙フォーラム/ (株)日経映像 宇宙航空研究開発機構

基礎研究部門（7本）

17 基礎研究 TV サイエンスフロンティア21 手に負えないものに近づきたい！ 合原複雑数理モデルプロジェクト 29 （株）桜映画社 （独）科学技術振興機構

18 基礎研究 ﾋﾞﾃﾞｵ サイエンスフロンティア21  ロボットを創って人間を知る 29 （株）イメージサイエンス （独）科学技術振興機構

19 基礎研究 TV 伸長・短縮するアクチンモーター ～ERATO前田アクチンフィラメント動態プロジェクト～ 29 （株）NHK情報ネットワーク （独）科学技術振興機構

20 基礎研究 TV 科学のフロンティアシリーズ11 分子がつなぐ新しい地球環境 環境分子化学研究推進グループ 14 （株）日テレアックスオン （独）理化学研究所

21 基礎研究 TV 自己構築するナノマシン ～ICORP超分子ナノマシンプロジェクト～ 29 （株）NHK情報ネットワーク （独）科学技術振興機構

22 基礎研究 ﾋﾞﾃﾞｵ サイエンスフロンティア21 電子のドミノ倒しを観る 29 （株）イメージサイエンス （独）科学技術振興機構

23 基礎研究 ﾋﾞﾃﾞｵ ナノテク未知への挑戦＃１ ようこそナノテクの世界へ 29 （株）イメージサイエンス （独）科学技術振興機構

科学技術部門（１3本）

24 科学技術 ﾋﾞﾃﾞｵ キヤノン「大判インクジェットプリンタ」カテゴリー映像 大判プリントの迫力篇 7 （株）ピラミッドフィルム （株）電通/キヤノン（株）

新エネルギーとともに

26 科学技術 TV The Brand-new Science NEWS  （４）新潟県上越市沖の海底にメタンハイドレートの気泡を発見 14 （株）日テレアックスオン （独）科学技術振興機構

27 科学技術 ﾋﾞﾃﾞｵ
原子力技術を活かして 原子力先端技術を活かして　H18年度版 原子力技術を活かして　H19年度
版 30 （株）毎日映画社 （独）日本原子力研究開発機構

28 科学技術 ﾋﾞﾃﾞｵ Mission Possible 地下深部を探れ！地層処分研究 14 （株）セントラルビデオプロダクト （独）日本原子力研究開発機構

29 科学技術 ﾋﾞﾃﾞｵ 原子力・未来への挑戦 夢のエネルギーを実現するために　FBRサイクルの研究開発 29 （株）セントラルビデオプロダクト （独）日本原子力研究開発機構

30 科学技術 TV 科学のフロンティアシリーズ12 未知の世界をうつす新しい光 テラヘルツ光研究プログラム 14 （株）日テレアックスオン （独）理化学研究所

25 科学技術 ﾋﾞﾃﾞｵ
20 （株）CNインターボイス （独）新エネルギー産業技術総合開発機構

10 科学教育 ﾋﾞﾃﾞｵ
32 ユーフラテス（有） ベネッセ教育研究開発センター/慶應義塾大学



31 科学技術 TV
アトムの剣と挑戦者たち　～原子力・放射線で未知の可能性に挑む～ 明日の半導体を夢見て 電
子線照射による銀ナノワイヤの形成 29 (株)SOGA　OFFICE/(株)サン・アート (独)科学技術振興機構

32 科学技術 TV ERATO 大野半導体スピントロニクスプロジェクト 電荷とスピンが紡ぐ明日 29 （株）日テレアックスオン （独）科学技術振興機構

33 科学技術 ﾋﾞﾃﾞｵ 日本建築画像体系シリーズ ヒートアイランド都市を救う　風の道
15 (株)日映科学映画製作所

(社)都市環境エネルギー協会/ＮＰＯアジア都市
環境学会

34 科学技術 ﾋﾞﾃﾞｵ 陸域観測技術衛星「だいち」 ～宇宙から地球の未来を拓く～ 13 （株）NHKエンタープライズ 宇宙航空研究開発機構（JAXA）

35 科学技術 ﾋﾞﾃﾞｵ 遥かなる月へ 月周回衛星「かぐや」の軌跡
30

（独）宇宙航空研究開発機構/（財）日本
宇宙フォーラム

36 科学技術 TV サイエンスZERO 宇宙が身近に！　～小型衛星　次々登場～ 44 日本放送協会 日本放送協会

医学部門（8本）

37 医学 ﾋﾞﾃﾞｵ 現代養生訓　肥満と生活習慣病 23 (有)恒任企画 武田薬品工業(株)

38 医学 ﾋﾞﾃﾞｵ 最新版心肺蘇生法とAEDの使用法 私たちの行動で救える命　解説編 23 （株）映学社

39 医学 ﾋﾞﾃﾞｵ バイエル学術ビデオ 食後高血糖による血管内皮障害を探る　Part2 11 （株）アイカム バイエル薬品（株）

40 医学 ﾋﾞﾃﾞｵ 骨の強さを生む！コラーゲン架橋 15 （株）桜映画社 中外製薬（株）/日本イーライリリー（株）

41 医学 ﾋﾞﾃﾞｵ 頚動脈狭窄治療の最前線 17 (有)恒任企画 (有)恒任企画

42 医学 TV 器官の再生メカニズムを解く ～ICORP器官再生プロジェクトの挑戦～ 29 （株）NHK情報ネットワーク （独）科学技術振興機構

43 医学 ﾋﾞﾃﾞｵ 高度先進医療　自家末梢血単核球による血管再生治療 12 (有)恒任企画 大塚製薬(株)

44 医学 ﾋﾞﾃﾞｵ 院内感染対策に挑む人々 大規模病院編　聖マリア病院ICT（久留米市） 17 凸版印刷（株）/ライフムービー（株） バイエル薬品（株）

ポピュラー部門（30本）

45 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ 4Kデジタルシネマ かぐやの夢　月と日本人・二つの「かぐや」の物語 31 立教大学/日本科学未来館

46 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ 地域で減災！あなたが力　みんなが力 24 東映（株）教育映像部

47 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ サル太郎地震には負けないぞ！地震への備え大作戦 15 （株）映学社

48 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ 地震防災教育ビデオ　地震に備えて　今、やるべきこと　緊急地震速報が流れたら、どうする？ 23 （株）映学社

49 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ 地震防災教育ビデオ　地震への備えが命を守る　緊急地震速報の音声が流れたら・・・ 21 （株）映学社

50 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ
Hitachi Theater　日立製作所フェロー　小泉英明　（前編＆後編）　（前編）光トポグラフィーがひらく
未来＆（後編）モノづくりに魅せられて 25 （株）カジマビジョン （株）日立製作所

51 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ よみがえる京大サイクロトロン 65 中尾麻伊香

52 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ AMBITION（志）－化学者　池田菊苗－ 49 （株）NHKエンタープライズ 味の素（株）

53 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ
「紀伊国屋書店ビデオ評伝シリーズ　学問と情熱　第35巻」本多静六　～いのちを育てる森の実学
～ 46 （株）ポルケ （株）紀伊國屋書店

54 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV 大地を黄金色に変えた　原　正市が結んだ日中の絆 55 北海道テレビ放送(株) 北海道テレビ放送(株)

55 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ センスオブワンダー　サーロディアン　リズム 27 （株）エイブイ・エイ （株）堀場製作所

56 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ 未来を変えるあなたの選択　CO2ダイエット生活 23 東映（株）教育映像部

57 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV 放送大学特別講義　いま地球の片隅で　～脅かされる生物多様性～ 44 放送大学学園 放送大学学園

58 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ だまし絵立体　新しい立体錯覚の発見 16 （株）イメージサイエンス 国立大学法人　東京大学

59 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV 科学標本の世界　ヒト・・医学と標本 14 （株）桜映画社 （独）科学技術振興機構

60 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV グレゴリオの迷宮　～暦の科学～ 44 （株）映像館 （独）科学技術振興機構



61 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV 世界を変えた書物たち　江戸の科学史をひもとく 44 （株）映像館 （独）科学技術振興機構

62 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV 技の彩　鼠色・江戸小紋 14 （株）日テレアックスオン （独）科学技術振興機構

63 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV ボクがみた花鳥風月 47 中部日本放送(株) 中部日本放送(株)

64 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV NNNドキュメント'09　命の音　60億個の細胞が奏でる交響楽 30 日本テレビ放送網（株）

65 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV アスリート解体新書　トランポリン　宙を舞う秘密 29 (株)文化工房 (独)科学技術振興機構

66 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV アスリート解体新書　円盤投げ　回転のパワー 29 (株)文化工房 (独)科学技術振興機構
こやなぎひろし

小柳ひろし

68 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV
サイエンスチャンネル「赤ちゃんがいっぱい」　⑧特別天然記念物の住む川をまもれ！オオサンショ
ウウオの巻 14 （株）映像館 （独）科学技術振興機構

69 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV テレメンタリー2008　空からのSOS　大気異変・鳥越最前線リポート 30 九州朝日放送 九州朝日放送

70 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV 黒い樹氷　～自然からの警告～ 46 RKB毎日放送(株) RKB毎日放送(株)

71 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV NHKスペシャル　北極大変動　第2集　氷の海から巨大資源が現れた 49 日本放送協会 日本放送協会

72 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV 里山に行こう　～愛知の自然を未来に～ 30 テレビ愛知（株） テレビ愛知（株）

73 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV NHKスペシャル　雨の物語　～大台ヶ原　日本一の大雨を撮る～ 49 日本放送協会 日本放送協会

74 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ TV 人体再生ロマンスペシャルⅣ　もう一度抱きしめたい!!　最先端医療が救う命と愛の物語
112

（株）フジテレビジョン/（株）東京ビデオセ
ンター

マルチメディア部門（2本）

75 基礎研究 ﾏﾙﾁﾒ
ﾃﾞｨｱ

水産大全 （株）ＣＮインターボイス （財）東京水産振興会

76 基礎研究 ﾏﾙﾁﾒ
ﾃﾞｨｱ

マインド・ラボ （株）ウイルアライアンス （独）科学技術振興機構

67 ﾎﾟﾋﾟｭﾗｰｻｲｴﾝｽ ﾋﾞﾃﾞｵ あわのゆりかご　～モリアオガエルの命がけの産卵～
19 小柳ひろし


