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「第５８回科学技術映像祭」入選作品の決定について 
 

 

 

第５８回科学技術映像祭においては、運営委員会（委員長：石田寛人金沢学院大学名誉学長、

他委員５名）を組織し、武部俊一審査委員長（科学ジャーナリスト）はじめ１３名の審査委員に

よる審査試写ならびに討論の結果、参加４３作品の中から別紙のとおり入選作品を選定し、運営

委員会において決定しました。  

内閣総理大臣賞（１作品）「日本のチカラ ＃６０ つかまれ！のぼれ！～カエルと少女とシ

ュロの糸～」、文部科学大臣賞（３作品）、部門優秀賞（６作品）および特別奨励賞（１作品）

が入選作品の企画者ならびに製作者に贈られます。 

内閣総理大臣賞の製作者山口放送株式会社に、特別協賛の華為技術日本株式会社（ファーウェ

イ・ジャパン）より「ファーウェイ・ジャパン賞」が贈られます。 

表彰式は、科学技術週間協賛行事として２０１７年４月２１日（金）午後１時３０分から科学

技術館のサイエンスホール（東京都千代田区北の丸公園 2 番 1 号）にて開催いたします。 

なお、入選作品は、科学技術館（４月２０日（木）、２１日（金））のほか全国各都市の科学

館で上映会が開催されます。 

 

内閣総理大臣賞（１作品） 

「日本のチカラ ＃６０ つかまれ！のぼれ！～カエルと少女とシュロの糸～」 

 製作：山口放送株式会社 企画：公益財団法人民間放送教育協会 

文部科学大臣賞（３作品） 

 自然・くらし部門 

「野生のいのち 死の連鎖」 

企画・製作：北海道テレビ放送株式会社 

    研究開発部門 

     「ＮＨＫスペシャル 天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る」 

    企画・製作：日本放送協会  

科学技術教育・教養部門 

「広島原爆 魂の撮影メモ 映画カメラマン 鈴木喜代治の記した広島」 

    製作：能勢 広． 企画：株式会社日映映像、能勢 広． 

部門優秀賞（６作品）、特別奨励賞（１作品）:別紙参照 
 

 

 
お問合せ先 

科学技術映像祭事務局（公益財団法人日本科学技術振興財団 内） 

   〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園 2 番 1 号 

   TEL．03-3212-8487 FAX．03-3212-0014 E-ｍail filmfest＠jsf.or.jp 



 

第５８回科学技術映像祭について 
 

科学技術映像祭は、昭和３５年から始められ、第５８回を迎えました。科学技術を正確にわかり

やすく伝える優れた映像を選奨し、科学技術への関心を喚起し、その普及と向上をはかるとともに、

社会一般の科学技術教養の向上に資することを目的としています。「自然・くらし部門」「研究開

発部門」「科学技術教育・教養部門」の３部門に、製作者、企画者（スポンサー）、テレビ局、お

よび学術研究機関、２５機関から、2016 年 1月 1 日から 2017年 1月 25日までに完成または放映さ

れた４３作品が出品され、別紙のとおり１０作品の優秀作品と特別奨励賞（1 作品）を選定しまし

た。 

内閣総理大臣賞（１作品）、文部科学大臣賞（３作品）、部門優秀賞（６作品）および特別奨

励賞（１作品）が製作者ならびに企画者に贈呈されます。 

 

主 催：（公財）日本科学技術振興財団、（公社）映像文化製作者連盟、 

（公財）つくば科学万博記念財団 

 

特別協賛：華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）  

協  賛：科学技術団体連合 

 

後 援： 文部科学省、日本放送協会、（一社）日本民間放送連盟、（一社）日本新聞協会、 

    （一財）日本視聴覚教育協会、（一財）経済広報センター、 

国立研究開発法人科学技術振興機構、全国科学館連携協議会、 

（公財）民間放送教育協会 

 

入選作品：別紙 

 

表彰式 

日 時：2017 年 4 月 21 日（金） 13：30～15：00 

    特別シンポジウム「科学技術映像とともに」（仮題）をあわせて開催します。 

 

会 場： 科学技術館サイエンスホール（東京都千代田区北の丸公園 2 番 1 号） 

 

入選作品発表会は、科学技術館のほか 全国各都市で開催予定です。 

 

公式ＷＥＢサイト：http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/ 

 

※入選作品の文字データ、写真データにつきましては、日本科学技術振興財団までお問い合わせくださ

い。E-ｍail や郵送等にてお送りさせていただきます。 



 

第５８回科学技術映像祭入選作品 

 
部門 種別 作品名 

分

数 

製作機関 

（企画・製作機関） 
企画機関 

内閣総理大臣賞 
科学技術教

育・教養 
テレビ 

日本のチカラ 

＃６０ つかまれ！のぼれ！～カエルと

少女とシュロの糸～ 

26 山口放送株式会社 
公益財団法人 民間

放送教育協会 

文部科学大臣賞 自然・くらし テレビ 野生のいのち 死の連鎖 30 
北海道テレビ放送株

式会社 
- 

文部科学大臣賞 研究開発 テレビ 

ＮＨＫスペシャル 

天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を

探る 

49 日本放送協会 - 

文部科学大臣賞 
科学技術教

育・教養 

映画・ 

ビデオ 

広島原爆 魂の撮影メモ 

映画カメラマン 鈴木喜代治の記した広

島 

29 能勢 広． 
株式会社日映映像 

能勢 広． 

部門優秀賞 自然・くらし ビデオ 
枯れ葉剤被害児童の追跡調査記録 

トアとトゥオン ベトナム戦争の子ども達 
49 鈴木 伊織 - 

部門優秀賞 自然・くらし テレビ 

ＮＨＫスペシャル シリーズ ＭＥＧＡ Ｃ

ＲＩＳＩＳ 巨大危機 

第１集 加速する異常気象との闘い 

49 日本放送協会 - 

部門優秀賞 研究開発 テレビ 
最先端ドクター特番  

バーチャルリアリティが医療を変える！ 
26 

株式会社ドキュメンタ

リージャパン 
株式会社テレビ東京 

部門優秀賞 研究開発 ビデオ 
科学のフロンティア 

ＲＮＡから読み解く生命の不思議 
21 

株式会社モンタージ

ュ 
理化学研究所 

部門優秀賞 
科学技術教

育・教養 
テレビ 

人間ってすばらしい チンパンジーが教

えてくれる進化の秘密 
48 株式会社ＣＢＣテレビ - 

部門優秀賞 
科学技術教

育・教養 
テレビ 

ガリレオＸ 

地球を測る。宇宙を知る。 

天文学の原点は紀元前にあり 

26 ワック株式会社 - 

特別奨励賞 
科学技術教

育・教養 
ビデオ 

スケスケ大図鑑 

メタモルフォーゼ カブトムシ 
10 

株式会社ＮＨＫエンタ

ープライズ  
- 

 

 



 

【上 映 会】（予定） 

   ※上映作品、プログラム等詳細は、各問合せ先まで 

 

開催地      開  催  日   会  場 問合せ 

東 京 4月 20日(木),21日(金)：全作品 科学技術館サイエンスホール 03-3212-8487 

東 京 5月～11月（詳細別途） 科学技術館実験スタジアム 03-3212-8487 

つくば 4月 18日(火)～23日(日) つくばエキスポセンター 029-858-1100 

旭 川 6月～平成 30年 2月の第 1、3日曜日（仮） 旭川市科学館・サイパル 0166-31-3186 

帯 広 8月 4日(金)～6日(日) 帯広市児童会館（青少年科学館） 0155-24-2434 

仙 台 
4月 15日(土)～5月 7日(日) 

（4月 17日,24日,27日,5月 1日は休館） 
スリーエム仙台市科学館 022-276-2201 

新 潟 4月 29日(土)～5月 7日(日) 新潟県立自然科学館 025-283-3331 

大 洗 4月 19日(水)～23日(日) 大洗わくわく科学館 029-267-8989 

所 沢 
9月 16日(土)～24日(日), 

（9月 19日は休館） 
所沢航空発祥記念館 04-2996-2225 

名古屋 4月 22日(土) 
名古屋市科学館 

（主催：中部科学技術センター） 
052-231-6723 

富 山 7月 18日(火)～9月 4日(月) 富山市科学博物館 076-491-2125 

大 阪 4月 17日(月)～23日(日) 大阪科学技術館 06-6443-5318 

広 島 8月 12日(土) 広島市こども文化科学館 082-222-5346 

徳 島 
8月 12日(土)～20日(日)  

（8月 14日休館） 
阿南市科学センター 0884-42-1600 

宮 崎 7月 22日(土)～9月 3日(日) 宮崎科学技術館 0985-23-2700 

鹿児島 10月 1日(日)～30日(月) 鹿児島市立科学館 099-250-8511 

 


