
一般社団法人　全日本テレビ番組製作社連盟

受付
番号

シリーズ メインタイトル 製作会社名 放送局

1
ノンフィクションW　映画で国境を超える日
映像作家・ヤン　ヨンヒという生き方

放送映画製作所 ＷＯＷＯＷプライム

2 地球の目撃者 標高６７００m世界最高地点のインカ遺跡 TBSビジョン ＢＳ朝日

3 BS1 特集
沈黙の伝言
日系カナダ人強制収容70年

グループ現代 NHKBS1

4
イノさんのトランク
黒澤明・本多猪四郎　知られざる絆

アジアンコンプレックス NHKBSプレミアム

5 ザ・ノンフィクション
せつなくて　故郷
女になって４７年目の帰郷

セイビン映像研究所 フジテレビ

6 リアル×ワールド
ＴＨＩＳ　ＩＳ　ＭＹ　ＬＩＦＥ
新しい命を受け入れて

セイビン映像研究所 日本テレビ

7 旅のチカラ
“記憶の音”が響く大地へ
ディジュリドゥ奏者　ＧＯＭＡ

オルタスジャパン ＮＨＫＢＳプレミアム

8 ノンフィクションＷ
触れる 感じる 壊れる絵本
造本作家・駒形克己の挑戦

オルタスジャパン ＷＯＷＯＷプライム

9 ETV特集
被災農家を救え
若きビジネスマンが挑んだ農業再生５５０日

オルタスジャパン
NHKエデュケーショナル

NHKEテレ

10 金曜プレステージ
緊急特別追悼番組さようなら勘三郎さん
独占密着…最期の日々

共同テレビ フジテレビ

11 オデッサの階段
#５【木村宗慎のジレンマ】
#18【荒俣宏のファンタジー】

共同テレビ フジテレビ

12
新日本風土記
にっぽんの犬

アミューズ NHKBSプレミアム

13 杏のヒストリージャーニー ヘミングウェイが愛したキューバ ドキュメンタリージャパン BS日テレ

14
つなみ
子どもたちのことば

テレビマンユニオン NHK総合

15
新・１３の顔を持つ男　その1～その４　総集編
伊丹十三「父と子の物語」ほか

テレビマンユニオン 日本映画専門チャンネル

16 輝く女 戸田恵梨香（前・後編）
テレビマンユニオン
NHKエンタープライズ

NHKBSプレミアム

17 特集スポーツドキュメント
13歳のゴール
少年たちは　それでも夢を見る

テレビマンユニオン
NHKエンタープライズ

NHKBS１

18 NHKスペシャル ロボット革命　人間を超えられるか NHKエンタープライズ NHK総合

19
密着！　秋元康２１６０時間～エンターテインメントは眠
らない～

NHKエンタープライズ
テレビマンユニオン

NHKBSプレミアム

20 旅のチカラ
移民たちの“島唄”
宮沢和史　ペルー

NHKエンタープライズ NHKBSプレミアム

21 島耕作のアジア立志伝
“風険投資”で中国に挑む
～タニン・チャラワノン～

NHKエンタープライズ
テムジン

ＮＨＫ総合、ＢＳ１

22
人生のディナーを召し上がれ
いのちと食の挑戦

NHKエンタープライズ ＮＨＫＢＳプレミアム

23
ワイルドライフ
エチオピアの高地　幻のジャッカル　驚異の狩りを見た

NHKエンタープライズ
ウインク

ＮＨＫＢＳプレミアム

24 報道特別番組 ０３１１、知られざる心の闘い 東京ビデオセンター フジテレビ

25 Live !Edge
オールナイト　ポエトリーリーディング
第一部　詩人と震災
第二部　3.11後の言葉とは

テレコムスタッフ スカイパーフェクＴＶ(ch.216)

第30回ATP賞　ドキュメンタリー部門
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26 Edge Special
ハヤサスラヒメ
笠井叡×麿赤兒

テレコムスタッフ スカパー！Ch.216 ベターライフチャンネル

27
サムライたち　スペインへ渡る
慶長遣欧使節　　４００年の謎

テレコムスタッフ ＮＨＫ総合

28 ETV特集
「東京」という夢
YASUJIと杉浦日向子

テレコムスタッフ ＮＨＫＥテレ

29
応援ドキュメント　明日はどっちだ
崖っぷちボクサーの挑戦

NHKエンタープライズ
スローハンド

NHK総合

30 ノンフィクションW
蜷川幸雄
～それでも演劇は希望を探す～

テレコムスタッフ WOWOWプライム

31
農民ロッカー　和気優
ガレキに花を咲かせましょう

コスモ・スペース
テレビ東京

BSジャパン

32 僕らに春は来るのか～シリア難民の子どもたち～
ＮＨＫエデュケーショナル
椿プロ

NHKＢＳ１

33 Ｅａｒｔｈ　Ｗａｌｋｅｒ
生態系の頂点　幻のオオカミに逢う
～イエローストーン　地球再生物語～

テレビ朝日映像
メディア・ワン

ＢＳフジ

34 皇室スペシャル
天皇陛下と美智子さま
～秘蔵写真で綴る５３年間～

テレビ朝日映像 ＢＳ朝日

35
鳥の目で見た『軍艦島』
～日本最古高層住宅の秘密～

テレビ朝日映像
東北新社

ＢＳ朝日

36 KBSスペシャル
海峡のアリア
田月仙（チョン・ウォルソン）30年の記録

アイ・エー・ダブル
ＫＢＳ(韓国放送公社）地上波　１チャンネル
（ＫＢＳ−１）

37 ドキュメンタリーWAVE
毛沢東の遺産
激論　二極化する中国

アジアンコンプレックス
NHKエンタープライズ

NHKＢＳ１

38 リアル×ワールド
メンタリストDaiGo、ただいま転職活動中！引退宣言の
真実

日テレアックスオン 日本テレビ

39 NNNドキュメント‘13
おもうわよう
東京の孤島に魂が帰る

日テレアックスオン 日本テレビ

40 NNNドキュメント‘１３ ギャルママ、つながる。 日テレアックスオン 日本テレビ

41 ＢＳ１スペシャル それでもジャーナリストは戦場に立つ
日本電波ニュース社
ＮＨＫグローバルメディアサービス

ＮＨＫＢＳ１

42 ETV特集
届かぬ訴え
空襲被害者たちの戦後

ＮＨＫエデュケーショナル
クリエイティブ２１

NHKＥテレ

43
長い旅路
～日本兵になったアメリカ人～

テムジン
ＮＨＫエデュケーショナル

ＮＨＫＢＳ１

44 ノンフィクションW
マン島TTレース　電動バイクで風になれ！
チーム「MIRAI」オートバイの「未来形」に挑む

ハイクロスシネマトグラフィ WOWOW プライム

45 課外授業　　ようこそ先輩 「モノには　みんな声がある」山寺宏一　声優 ＨＡＸＥＮ ＮＨＫＥテレ

46
さいかい
東日本大震災、その時ペットは

CBCクリエイション 中部日本放送
BS－TBS

47 イマドキュ
離島ナース
医師のいない厳冬を守る

プライド２ 山形放送

48
希望、勇気そして未来～海を越えた友情のレクイエム
～

YOUテレビ YOUテレビ

49 輝け！　銀河の国の星（ｻﾑﾗｲ）達 文化工房 岩手朝日テレビ

50 島耕作のアジア立志伝
運命に和せよ　大国のはざまで
ジャンバルジャムツ・オドジャルガル

アジア・コンテンツ・センター NHKBS1

51 ノンフィクションW
君のことを忘れない
〜女優・渡辺美佐子の戦争と初恋〜

かわうそ商会 ＷＯＷＯＷプライム
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52 ＢＳ１１　5周年記念
人間国宝・井上萬二
有田焼「白磁」の魅力

ＳＴＳプロジェクト 日本ＢＳ放送

53 ザ・ノンフィクション
転んでも 転んでも
三國清三の上海進出１０００日

共同テレビ フジテレビ

54 ヒーローたちの名勝負
江川攻略。
銚子商　執念の９か月

テレビマンユニオン
NHKグローバルメディアサービス

NHK総合

55 ノンフィクションW
偉大なる指揮者の栄光と苦悩
ナチスとフルトヴェングラー

ホームルーム WOWOW プライム

56 カンボジア・チィ先生
ありがとう！チィ先生
カンボジアの子供たちに夢と笑顔を

イメージランド 北海道テレビ放送

57 ノンフィクションW
国境なきオーケストラ　スカパラ
世界屈指 USA ロックフェスへの挑戦

テレビマンユニオン WOWOW プライム

58 ＮＨＫ震災特番
花は咲くスペシャル
希望の歌声 東北から世界へ

日テレアックスオン ＮＨＫ総合

59
零戦
搭乗員たちが見つめた太平洋戦争

NHKエンタープライズ
かわうそ商会

NHKBSプレミアム

60 エキサイト・アジア 第7回 NHKエンタープライズ NHKBS1

61 証言記録･東日本大震災
宮城県多賀城市
産業道路の悪夢

NHKエンタープライズ ＮＨＫ総合

62 ＢＳ１スペシャル
テントのラジオ局
～四川地震の被災地から～

NHKエンタープライズ NHKBS1

63 音楽ドュメント「涙の書」
テムジン
ＮＨＫエンタープライズ

ＮＨＫＢＳプレミアム

64 NONFIX 少女と鉄道・2013春 ホリプロ フジテレビ

65
戦火のダービー
名馬クリフジに乗った幻の騎手

東京ビデオセンター
ＮＨＫグローバルメディアサービス

ＮＨＫＢＳ１

66 旅のチカラ
ミケランジェロの街で仏を刻む
仏師・松本 明慶

えふぶんの壱 NHKBSプレミアム

67 TOUGE テレコムスタッフ BS日本

68 情熱大陸　川田十夢 東北新社 毎日放送
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