
60th SCIENCE AND TECHNOLOGY FILM/VIDEO FESTIVAL

会場=科学技術館 サイエンスホール 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1
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入選作品発表会  2019 4/18木・19金  表彰状授与式/受賞作品トークセッション 
 　　　  　　　　　　　　　　　　　   4/19金 13：45～15：30

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 パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ  「ＷＨＯ Ｉ ＡＭ」
森井大輝（日本／アルペンスキー） 【平昌パラリンピック完全版】 

夜明け前  呉秀三と無名の精神障害者の１００年

内閣総理大臣賞

文部科学大臣賞 文部科学大臣賞 文部科学大臣賞

からだの中の宇宙
ー超高精細映像が解き明かすー

入場
無料

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、（一財）新技術振興渡辺記念会
後援／文部科学省、 　　　、（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

科学技術映像祭公式ホームページ　
http://ppd.jsf.or.jp/f ilmfest/

■お問い合わせ=科学技術映像祭事務局 Tel.03-3212-8487

第60回

プログラムプログラム 　  
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14:17

   4月18日(木) 

▲

高齢ドライバー教育シリーズ
   自分の運転のここが危ない！　
高齢ドライバー　安全運転のポイント▲
大湊の小さないのち▲

夜明け前　呉秀三と無名の精神障害者の１００年
̶̶̶ 休憩 ̶̶̶▲

日本のチカラ
   出張！プラネタリウム  
　　　  ～星と人をつなぐ　宙先案内人～▲

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▲

パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ
  「ＷＨＯ Ｉ ＡＭ」　森井大輝（日本／アルペンスキー）
　 【平昌パラリンピック完全版】

　  

10:00

10:26
10:53
12:03

13:00
　13:32

13:45

15:40

   4月19日(金) 　

▲

ガリレオＸ ソフトロボティクスの世界　やわらかさを目指す最新ロボット研究　▲

ＮＮＮドキュメント’１８  ハイスクールは水族館！！▲

テレビアニメ「はたらく細胞」（上映:1,3,5話）
̶̶̶ 休憩 ̶̶̶

　　　　内閣総理大臣賞　受賞作品上映▲

からだの中の宇宙  ー超高精細映像が解き明かすー
̶̶̶ 休憩 ̶̶̶

　　　　　　　　　表 彰 式▲

表彰状授与式▲

受賞作品 トークセッション
　「命の秘密 ～いかに観るか、撮るか、伝えるか～」
登壇者 :   
●内閣総理大臣賞 受賞作品「からだの中の宇宙  ー超高精細映像が解き明かすー」
　　　　　　　　淺香時夫（ヨネ・プロダクション  取締役  学術部長）
●部門優秀賞、科学技術館館長賞 受賞作品  テレビアニメ「はたらく細胞」
　　　　　　 　　伊藤洋平（講談社  プロデューサー）
ファシリテーター : 高橋真理子（朝日新聞社  科学コーディネーター）
̶̶̶ 休憩 ̶̶̶▲

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

　  

25分

24分
71分

32分

105分

49分

■東京メトロ東西線・半蔵門線・都営地下鉄新宿線「九段下駅」（2番出口）徒歩7分
　東京メトロ東西線「竹橋駅」（1b出口）徒歩7分 

●千代田区役所



教育・教養部門

企画：ミクロコスモス製作委員会／製作：株式会社ヨネ・プロダクション
超高精細で撮影する事によって見えてくる世界や発見がある。
私達のからだの中は不思議で美しいことに驚く。そしてもっと知
りたいという気持ちが湧いてくる。　　　　 （映画・ビデオ32分） 

からだの中の宇宙
─超高精細映像が
　解き明かす─

■科学技術映像祭公式ホームページ　http://ppd.jsf.or.jp/f ilmfest/

　科学技術映像祭は、優れた科学技術映像を選奨することで科学技術への関心を喚起するとともに、その普及と向上をはかり、社会一般の科学技術教養の向上に資する
ことを目的として昭和35年より開催し、今回、第60回を迎えました。第60回科学技術映像祭では「自然・くらし部門」「研究・技術開発部門」「教育・教養部門」の３部門に対し、
製作者、企画者（スポンサー）、テレビ局、および学術研究機関など、計24機関から42作品（2018年１月１日から2019年1月25日までに完成または放映された作品）が出品され、
下記のとおり選定しました。選定された作品には、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）、特別奨励賞（１作品）、新技術振興渡辺記念会
理事長賞（１作品）、科学技術館館長賞（１作品）が製作者ならびに企画者に贈呈されます。

自然・くらし部門

企画・製作：日本放送協会　
東京の南の海上に、これほどスリリングで、壮大な進化の謎解
きもできる冒険の舞台があったのをご存知でしょうか？その名は
“南硫黄島”。手に汗を握る探検記です。　 　 （TV49分）

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

＊写真提供：ミクロコスモス製作委員会、㈱ヨネ･プロダクション、日本放送協会、㈱ＷＯＷＯＷ、㈱共同ビジョン、（公財）日本精神衛生会、きょうされん、㈲イメージ･サテライト、
　㈱工房ギャレット、㈱映学社、ワック㈱、㈱アニプレックス、㈱講談社、㈱デイヴィッドプロダクション、南海放送㈱、（公財）民間放送教育協会、㈱山梨放送、奥野拓也

入選作品発表会

60th SCIENCE AND TECHNOLOGY FILM/VIDEO FESTIVAL

文部科学大臣賞

部  門  優  秀  賞

研究・技術開発部門

企画：株式会社ＷＯＷＯＷ／製作：株式会社共同テレビジョン
世界最高峰のパラアスリートを描く大型シリーズに、アルペンス
キーの世界王者、森井大輝が登場。森井が平昌パラリンピック
で使用するチェアスキーの開発に深く迫った。　　  （TV54分）

パラリンピック・ドキュメンタリー
シリーズ「ＷＨＯ Ｉ ＡＭ」
森井大輝（日本／アルペンスキー）

【平昌パラリンピック完全版】

教育・教養部門

企画・製作：公益財団法人日本精神衛生会、きょうされん、
有限会社イメージ・サテライト／製作協力：株式会社工房ギャレット
なぜ、心を病んだ者は閉じ込められるのか？100年の時空を超え
て、人間の尊厳を問いかけるドキュメンタリー。 （映画・ビデオ66分）

夜明け前　
呉秀三と無名の精神障害
者の100年

自然・くらし部門

企画・製作：日本放送協会
「見えないものが見える川」と呼ばれる三重県、銚子川。河口
まで透き通る水が普通の川では見られない光景や生き物のド
ラマを見せてくれる。美しき奇跡の清流の謎を探る。（TV49分）

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

自然・くらし部門

企画・製作：株式会社映学社
高齢ドライバーによる交通事故の報道が増えています。本作品は、
高齢ドライバーが安全運転を行うためのヒントを、自動車学校での
実験や模擬講習などから探っていきます。　 （映画・ビデオ22分）

高齢ドライバー教育シリーズ
自分の運転のここが危ない！
高齢ドライバー　安全運
転のポイント

研究・技術開発部門

企画・製作：ワック株式会社
「ほどよい加減」で柔軟に対応する「やわらかい」ロボットの
研究が注目を集めている。「やわらかい」とはどういう概念なの
か？研究現場を取材し、その可能性を探る。　　  （TV25分）

ガリレオＸ
ソフトロボティクスの世界
やわらかさを目指す最新
ロボット研究

教育・教養部門

企画・製作：株式会社アニプレックス、株式会
社講談社・株式会社デイヴィッドプロダクション
これはあなたの物語、あなたの体内の物語─。人の
細胞の数、およそ３７兆個（新説）。体という世界の
中、日々 働いている細胞たちには、それぞれ知られざ
るドラマがあった！   （TV、審査対象3話分71分）

テレビアニメ
「はたらく細胞」

教育・教養部門

企画・製作：奥野拓也
三角州の小さな生き物たちにスポットをあて、爺と孫の掛け合
いで次 と々その形のおもしろさ、美しさ、生活を紹介し、生態系
への関心を深める作品です。　 　 （映画・ビデオ24分）

大湊の小さないのち

研究・技術開発部門

企画・製作：ワック株式会社

ガリレオＸ　ソフトロボティクスの世界
やわらかさを目指す最新ロボット研究

教育・教養部門

企画・製作：南海放送株式会社
四国の小さな高校の中に水族館があった！ カクレクマノミの繁
殖にクラゲの研究、そしてハマチのトレーニング。日々、小さな
命と向き合う「水族館部」部員たちの青春。　　 （TV24分）

ＮＮＮドキュメント’18
ハイスクールは
水族館！！

教育・教養部門

企画：公益財団法人民間放送教育協会／製作：株式会社 山梨放送
本物の星を見られない人たちのために病院などに星空を届け
る宙先（そらさき）案内人。その美しい映像と優しい語りは、私
たち一人ひとりの「命の輝き」に気づかせてくれる。（TV26分）

日本のチカラ
出張！プラネタリウム
～星と人をつなぐ　
宙先案内人～

内閣総理大臣賞

特別奨励賞 新技術振興渡辺記念会理事長賞

 株式会社デイヴィッドプロダクション 

教育・教養部門
テレビアニメ「はたらく細胞」
企画・製作：株式会社アニプレックス・　株式会社講談社・

科学技術館館長賞

■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、（一財）新技術振興渡辺記念会　

■後援／文部科学省、 　、（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

第60回

●科学技術館  サイエンスホール　4/18（木）～19（金）　
実験スタジアム®　4月～2020年3月
問合せ：03-3212-8487
●つくばエキスポセンター　4/16（火）～21（日）
問合せ：029-858-1100
●旭川市科学館「サイパル」　4/1（月）～2020年3/31（火）
 ＊土日祝及び長期休暇期間中の平日に上映
問合せ：0166-31-3186
●帯広市児童会館（青少年科学館）  7/26（金）～28（日）
問合せ：0155-24-2434
●スリーエム仙台市科学館
問合せ：022-276-2201
●新潟県立自然科学館　4/27（土）～5/6（月・祝）
問合せ：025-283-3331

●大洗わくわく科学館　4/17（水）～21（日）
問合せ：029-267-8989

●所沢航空発祥記念館　8/10（土）～18（日）
問合せ：04-2996-2225
●名古屋市科学館（主催：中部科学技術センター）  
4/20（土）問合せ：052-231-6723
●富山市科学博物館　7/1（月）～9/1（日）
問合せ：076-491-2125
●大阪科学技術館　4/16(火）～21（日）
問合せ：06-6443-5318
●5-Daysこども文化科学館（広島市こども文化科学館）  
8/4（日）問合せ：082-222-5346
●阿南市科学センター　8/13（火）～18（日）
問合せ：0884-42-1600
●宮崎科学技術館　6/2（日）～23（日）、7/20（土）～9/1（日）
 ＊7/29、8/5、8/19、8/26は休止
問合せ：0985-23-2700

●鹿児島市立科学館　10/2（水）～31（木）
問合せ：099-250-8511
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