
部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

劇団　民芸 「アンネの日記」

松本　幸四郎 かぶき「競伊勢物語」の紀有常の演技

劇団新国劇 「藤野先生」関係者一同

大塚　道子 俳優座「三人姉妹」のイリーナーの演技

芸術祭賞 古今亭志ん生 落語「お直し」の話芸

松竹歌劇団 「秋の踊り」のアトミックガールス・エイトピーチェスの努力と成果

大江美智子一座 時代劇「五ツ木の子守唄幻想」ほか

須賀まさ／橘つや／池上すず 東横落語会「寄席の下座」の演奏

映画 芸術祭賞 東宝株式会社 「流れる」

朝日放送株式会社 義太夫「近松門左衛門」

株式会社　文化放送 「琵琶行」「こころの四季」

杵屋　正邦 ラジオ東京新邦楽「野鳥三態」の作曲

吉住　小三八 長唄古典「安宅勧進帳」の演奏

大橋　国一 楽劇「バラの騎士」オックス男爵の歌唱・演技

芸術祭賞 武原　はん 邦舞「雪」の演技

芸術祭奨励賞 花柳錦之輔舞踊会関係者同一 「白孔雀」「荒磯抄」の成果

芸術祭賞 吉見　嘉寿 能楽「班女」「籠太鼓」の太鼓の演奏

芸術祭奨励賞 宝生　英雄 能楽「安宅」「松風」シテの演技

芸術祭賞 日本放送協会テレビジョン局 テレビドラマ「どたんば」

朝日放送株式会社 音楽童話「マンボと少年と蛙たち」

日本放送協会札幌中央放送局 放送劇「パイロットファーム」

上島　武夫 ＮＨＫ放送劇「夏の雲」の調整

長谷川　良夫 ＮＨＫ音楽物語「瓶の中の世界」の作曲

吉田　悦造 新日本放送「ラジオのための三つのエチュード」の音響処理

日本放送協会大阪中央放送局 狂言様式におけるテレビドラマ「ひょう六とそばの花」

日本テレビ放送網株式会社 テレビドラマ「人形師忠吉」

ラジオ東京 テレビドラマ「勝利者」

レコード 芸術祭奨励賞 日本ビクター株式会社 「こけしぼっこ」「野鳥と共に」ほかの企画

長編劇映画 東和映画株式会社 「居酒屋」

児童向短編映画 東和映画株式会社 「赤い風船」

イタリーフィルム有限株式会社 「屋根」

新外映株式会社 「ヘッドライト」

独立映画株式会社 「オセロ」

北欧映画株式会社 「最後の橋」

児童向画短編映画 大映株式会社 「わんわん物語」

文学座 新劇「肥前風土記」

本田　英郎 「帰らぬ人」

川崎　優 合唱曲「海」

大沢　和子 管弦楽曲「一つのテーマによる交響第４楽章」
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

劇団新人会 新劇「ミンナ・フォン・バルンヘルム」

河原崎　長十郎 かぶき「勧進帳」の演出

桐竹　紋二郎 文楽「碁太平記白石囃」の信夫の演技

吉田　玉市 文楽「壇浦兜軍記阿古屋琴責の段」の重忠の演技

内藤　武敏 新劇「島」の学の演技

芸術祭賞 結城孫三郎一座 人形劇「きりしとほろ上人伝」

竹田人形座 人形劇「雪ん子」

湯浅　喜久治 「第５回東横寄席」の企画・演出

姫ゆり子／音羽悠子 松竹歌劇団「秋の踊り・小熊の魔術師」のかげの声

松竹株式会社 「喜びも悲しみも幾才月」

株式会社日本映画社 記録映画「黒部渓谷」

岩波映画製作所 記録映画「遭難」

東和映画株式会社 「リラの門」

芸術祭賞 株式会社ニッポン放送 邦楽「切支丹道成寺」（平井澄子作曲）の企画製作

日本放送協会 新演出による謡曲「なよ竹物語」ほか　邦楽三曲の企画

間宮　芳生 文化放送「八面の筝と室内管弦楽のための協奏曲」の作曲

鈴木　嘉代子 「洋楽人の作曲による第五回現代筝曲の夕」の企画と成果

新音楽の会 「管弦楽作品の夕」の成果

小倉　朗 ＮＨＫ歌劇「寝太」の作曲

花柳　徳兵衛 「土に生きる」の企画と群舞構成

武原　はん 一中節「道成寺」ほか二作の企画と演技

芸術祭奨励賞 松山　樹子 バレエ「バフチサライの泉」の企画・演出・振付

古典部門 芸術祭賞 梅若　六郎 能楽「舟弁慶」のシテの演技

古典芸術 芸術祭奨励賞 武田太加志／山階信弘 能楽「小袖曽我」の演技

日本放送協会 放送詩劇「いちばん高い場所」

中部日本放送株式会社 ラジオのためのオラトリオ「天草四郎」

株式会社ラジオ東京 テレビドラマ「ぶっつけ本番」「姫重態」「人名」の企画と成果

日本放送協会大阪中央放送局 放送劇「日本ジプシー」

株式会社　文化放送 放送劇「棒になった男」

吉村　忠夫 ラジオ九州放送詩劇「魚と走る時」の企画

筒井　敬介 ＮＨＫ放送劇「名付けてサクラ」の脚本

白坂　道子 ＮＨＫ（札幌）放送劇「赤い石」のセン演技

大阪テレビ放送株式会社 テレビドラマ「かんてき長屋」

日本放送協会／大阪中央放送局 テレビドラマ「石の庭」

梅本　重信 ＭＨＫテレビドラマ「獣の行方」の演出

日本コロンビア株式会社 舞踊曲「雲三題」

日本ビクター株式会社 愛唱歌「ピリカピリカ」「アイヌの子守唄」

キングレコード株式会社 「古曲名盤集」

藤本　義一 「つばくろの歌」

福井　文彦 組曲「空・道・可」による混声合唱曲

中村　茂隆 「鳥」によるソプラノ独唱混声合唱とピアノのためのファンタジー」

本田　周司 合唱曲「瓜姫」
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

芸術祭賞 尾上多賀之丞 かぶき「伽羅先代萩」の栄御前「助六曲輪菊」の満江の演技に対し

劇団文化座 新劇「炎の人」

郡司　八郎 新国劇「混血児」のジョニーの演技

宮城　まり子 第１１回東横寄席のヴォドビル「１２月のあいつ」の成果

西川　たつ 第１０７回三越名人会の俗曲「たぬき」の演奏

若手落語会 第１２回若手落語会の努力と成果

淀かおる／寿美花代／大路三千緒 宝塚歌劇花組「三つのワルツ」の成果

ペギー葉山 ミュージカル・プレイ「あなたのために唄うジョニー」の企画と成果

沼井　春信 鈴鳳劇「おこま」「美少年の剣法」の背景画

松竹株式会社 「彼岸花」

株式会社日本産業映画社 記録映画「富士」

株式会社岩波映画製作所 記録映画「法隆寺」

ワーナー・ブラザーズ映画日本支社 「老人と海」

芸術祭奨励賞 東映株式会社 漫画映画「白蛇伝」

日本放送協会大阪中央放送局 義太夫「ほむら」に対し

石井　歓 ラジオ東京　器楽と声楽による交響的組曲「アイヌによせて」の作曲と成果

常磐津松韻会 常磐津「三世相錦繡文章」

石川　潭月／稀音家六多郎 ニッポン放送　長唄「念仏浅間獄」の作詞・作曲

吉住　小三八 長唄「七騎落」の復活演奏

大野　恵造 「現代の吟詠をきく会」の企画

株式会社文化放送 「日本の笛と管弦楽のための協奏曲」

間宮　芳生 「混声合唱のためのコンポジション」の作曲

武満　徹 ＮＨＫ「管弦楽のためのソリテュード・ソノール」の作曲

島田　正男 舞踊詩「すかんぽの咲く頃」の企画・構成

猿若清方／西川喜久輔／花柳寛 創苑公演の舞踊「おたかの泉」の振付と演技

芸術祭賞 株式会社ラジオ東京 テレビドラマ「私は貝になりたい」

日本放送協会 叙事詩劇「日本の天」

株式会社　文化放送 放送劇「沖縄」

日本放送協会／松山放送劇団 放送劇「青春宿」の集団演技

日本放送協会／立体放送技術スタッフ 放送劇「滝を見る天使」の効果

北林　谷栄 朝日放送　放送劇「帰郷」の作花小冬の演技

上島　一成 中部日本放送　放送劇「そこでは時は音をたてない」の調整

小沢　亮 北海道放送　メールヘン「恐怖」の演出

中部日本放送株式会社 テレビドラマ「海の笛」

大阪テレビ放送株式会社 テレビドラマ「ビルの谷間」「芽」「写楽の大首」におけるビディオテープの活用

劇団ＣＢＣ テレビドラマ「出所」の伊藤友乃ほかの集団演技

白坂　依志夫 ラジオ東京テレビドラマ「マンモスタワー」の脚本

市川　染五郎 ＮＨＫテレビドラマ「人間動物園」の一郎の演技

岩野　音吉 ＮＨＫ（大阪）テレビドラマ「白い墓標」の装置

小林　千登世 ＮＨＫテレビドラマ「父」の道代の演技

芸術祭賞 キングレコード株式会社 子供音楽物語「チュウちゃんが動物園へいったお話」

日本ビクター株式会社 「古典小唄集」「勧進帳」「初恋」「山びこさん物語」の企画

日本ウェストミンスター株式会社 ホームソング「ビンちゃんの四季」の企画

テイチク株式会社 「四季の自然によせて」「母の罪」の企画

福井　文彦 合唱曲「動物園」

野辺　行十郎 「風変わりな景色」

井上　廈 「うかうか三十ちょろちょろ四十」
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

千田　是也 俳優座「千鳥」の演出に対し

三益　愛子 東宝現代劇「がめつい奴」の向山鹿の演技に対し

芸術祭奨励賞 市原　悦子 俳優座「千鳥」の演技に対し

芸術祭賞 松竹歌劇団 秋のおどり「日本の太鼓」の成果に対し

本牧亭 「講談特選会」の企画と開催に対し

美吉　佐久子 歌劇「浅間の殿様」の中左衛門と「弓張月」の阿公の演技に対し

三保敬太郎／前田憲男／山屋清 「モダン・ジャズ三人の会」の作・編曲に対し

日活株式会社 劇映画「にあんちゃん」に対し

株式会社　読売映画社 記録映画「秘境ヒマラヤ」に対し

映配株式会社 外国映画「自殺への契約書」に対し

株式会社東京シネマ 記録映画「ガン細胞」に対し

株式会社学習研究社 人形映画「ポロンギター」に対し

日本放送協会 音楽詩劇「オンディーヌ」に対し

今藤長十郎／松原奏風 毎日放送邦楽小曲集「しづかな流」の作曲に対し

株式会社ニッポン放送 浄瑠璃「鳴弦鹿踊」の作詩・作曲・演奏に対し

日本放送協会 長唄「日月星」に対し

東京混声合唱団 「合唱の歴史連続演奏会」に対し

巖本真理ほか演奏者一同 「ベートーヴェンの作品による室内楽の夕」に対し

小山　清茂 文化放送　交響組曲「三つの能面」の作曲に対し

豊竹小仙／豊沢猿幸 義太夫「小仙を聞く会」の演奏に対し

富山　清琴 「富山清琴地唄筝曲演奏会」の演奏に対し

北原篁山／菊地悌子／土橋明子／後藤すみ子 「邦楽四人の会」の演奏に対し

花柳徳兵衛舞踊団 新作舞発表会公演における集団演技に対し

吉村雄輝 上方舞「こうの鳥」の振付演出演技に対し

芸術祭奨励賞 法村康之／友井唯起子 バレエ「シエヘラザード」の演出、振付に対し

芸術祭賞 宝生会 秋の別会の能六曲の企画・演出に対し

芸術祭奨励賞 冠者会 狂言「彦一ばなし」「三人片輪」の成果に対し

芸術祭賞 （テレビドラマ） 株式会社ラジオ東京 「いろはにほへと」に対し

日本放送協会 「ある町のある出来事」に対し

朝日放送株式会社 「雨」に対し

日本放送協会大阪中央放送局 「平和屋さん」に対し

大脇　明 ＣＢＣテレビ・ドラマ「壁」の演出に対し

永山　弘 テレビ・ドラマ「氷雨」の演出に対し

和田　勉 ＮＨＫ（大阪）テレビ・ドラマ「日本の日蝕」の演出に対し

扇　千景 ＮＥＴテレビ・ドラマ「君はいまなにを見つめている？」の冴子の演技に対し

芸術祭賞 日本放送協会 ラジオドラマ「北限の海女」に対し

日本放送協会 立体ドラマ「機関車Ｃ６２」に対し

日本放送協会 音楽劇「人形ガ呼ンデイル」に対し

株式会社ラジオ東京 ラジオドラマ「証拠」に対し

ＮＨＫ札幌放送劇団 ラジオドラマ「サガレンの花」集団演技に対し

文化放送効果室 ラジオドラマ「修羅街挽歌」の音響効果に対し

松浦　泰 東北放送ラジオドラマ「むさゝび」の演出に対し

芸術祭賞 竹本綱大夫／竹沢弥七 キングレコード　義太夫「仮名手本忠臣蔵九段目」の演奏に対し

日本コロンビア株式会社 「小唄の変遷」に対し

日本ビクター株式会社 清元・竹本掛合「幾菊蝶初音道行」に対し

東京芝浦電気株式会社 楽劇「ワルキューレ」に対し

日本ウエストミンスター株式会社 民俗音楽集成「今日のイスラエル」に対し
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

劇団仲間 新劇「村岡伊平次伝」に対し

宝塚義太夫歌舞伎研究会 「壷坂観音霊験記」に対し

鶴丸　睦彦 劇団民芸「檻」の巷軍曹の演技に対し

宝生　あやこ 劇団手織座「よろこび」のとよ、および「証言台」の厚子の演技に対し

緒方　拳 新国劇「丹那隧道」の川西の演技に対し

宝塚歌劇団 グランド・ショウ「華麗なる千拍子」の成果に対し

三遊亭円生 第２８回東横落語会における「首提灯」の話芸に対し

草月アート・センター 「ブルースの継承」の第２部「ブルースの誕生」の成果に対し

不二洋子一座 大衆演劇「白い稲妻」の成果に対し

リーガル千太・万吉 漫才大会における「やきとり」の話芸に対し

大映株式会社 劇映画「おとうと」（市川崑作品）に対し

株式会社　日本映画新社 記録映画「エラブの海」に対し

イタリフィルム社 外国映画「甘い生活」（フェデリコ・フェリーニ作品）に対し

新理研映画株式会社 記録映画「ガンと闘う」に対し

株式会社　東京シネマ 記録映画「マリン・スノー（石油の起源）」に対し

株式会社　文化放送 義太夫「芸阿呆」に対し

中部日本放送株式会社 ラジオのためのオペラ「あやめ」に対し

伊藤　隆太 「邦楽四人の会」の「邦楽器のための四重奏曲」の作曲に対し

上原　真佐喜 上原真佐喜筝曲公演の作曲、演奏に対し

米川　文子 ＮＨＫ「生田流古曲二題」の演奏に対し

安部　幸明 東京放送「交響曲第２番」の作曲に対し

助川　敏弥 東京放送「管弦楽のためのパルティータ」の作曲に対し

三善　晃 文化放送「交響三章」の作曲に対し

宍戸　睦郎 ニッポン放送「ピアノと打楽器群と管弦楽のためのピアノ協奏曲」の作曲に対し

塚谷　晃弘 中部日本放送「弦楽と打楽器のための組曲」の作曲に対し

芸術祭賞 楳茂都陸平 創流１２０年楳茂都流東京大会における「関寺小町」の演技に対し

法村・友井バレエ団 「スパニッシュ・バレエの夕」のスペイン舞踊の総合成果に対し

花柳錦之輔 花柳錦之輔舞踊公演の「釣狐」の振付・演技に対し

東京バレエ・グループ 東京バレエ・グループ第１回公演における「オルフェ１９６０」と「城砦」の成果に対し

能楽 芸術祭賞 桜間　道雄 桜間会公演における「定家」シテの演技に対し

芸術祭賞 （テレビドラマ） 関西テレビ放送株式会社 「青春の深き淵より」に対し

関西テレビ放送株式会社 「御寮人さん」に対し

株式会社　フジテレビジョン 「むしけら」に対し

株式会社　日本教育テレビ 「傷痕」に対し

日本テレビ放送網株式会社 「光子の窓－イグアノドンの卵」の色彩効果に対して

九州朝日放送株式会社 「楝獄」に対し

日本放送協会　大阪中央放送局 「自由への証言」に対し

日本テレビ放送網株式会社 「駐車禁止」に対し

日本放送協会札幌中央放送局 放送劇「地底」に対し

日本放送協会 立体放送劇「渦潮」に対し

株式会社　文化放送 放送劇「画廊にて」に対し

株式会社　ニッポン放送 放送詩劇「叫び」に対し

株式会社　毎日放送 立体放送劇「海鳴り－ある海難審判－」に対し

秋元　松代 放送劇「常陸坊海尊」（朝日放送）の脚本に対し

間宮　芳生 放送劇「こぶとり」（東京放送）および放送劇「どうでもいいことだけど」（ＲＫＢ毎日放送）の作曲に対し

岩崎　加根子 放送劇「この大いなる祈り」（中部日本放送）の紀代子の演技に対し

日本ビクター株式会社 合唱と七人の奏者のための組曲「アイヌの歌」に対し

日本ビクター株式会社 「能楽囃子秘曲集」に対し

キングレコード株式会社 「中田喜直歌曲集」に対し

日本コロムビア株式会社 「現代日本歌曲集」に対し

日本コロムビア株式会社 「民謡考」に対し
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

劇団俳優座 新劇「夜の祭典」に対し

森　光子 東宝現代劇「放浪記」の林芙美子の演技に対し

人形劇団プーク 人形劇「逃げ出したジュピター」に対し

神代　錦 宝塚義太夫歌舞伎「加賀見山旧錦絵」の岩藤の演技に対し

宝塚歌劇団 日本民俗舞踊集「火の鳥」の成果に対し

服部　伸 古典講談老若競演会における「大石東下り」の話芸に対し

草月アート・センター 「モダン・ジャズ・インシスツ」の公演の成果に対し

桂　小文治 第２９回東京落語会における「紙屑屋」の話芸に対し

内海桂子・好江 漫才研究会公演における「日本烈婦伝」の話芸に対し

東映株式会社 劇映画「反逆児」（伊藤大輔作品）に対し

株式会社英映画社 記録映画「山かげに生きる人たち」に対し

株式会社　東京シネマ 記録映画「潤滑油」に対し

東映株式会社 記録映画「新昆虫記・蜂の生活」に対し

昭映フィルム株式会社 劇映画「土曜の夜と日曜の朝」に対し

東和株式会社 劇映画「ブラック・タイツ」に対し

日本ヘラルド映画株式会社 記録映画「アメリカの裏窓」に対し

日本放送協会 宮下秀冽作曲の「日本楽器のための組曲」に対し

中部日本放送株式会社 松平頼則作曲の古代歌謡「風俗」に対し

中部日本放送株式会社 「冬のもてこし春だから」（三好達治作詞・清瀬保二作曲）に対し

日本放送協会 交声曲「わたしの願い」（高野喜久雄作詞・高田三郎作曲）に対し

佐藤　美子 佐藤美子リサイタル第６回「沖縄民謡」の歌唱に対し

牧野　由多可 古典狂言による創作オペラ「くさびら」の成果に対し

米川　文子 米川文子演奏会の作曲・演奏に対し

上原　真佐喜 上原真佐喜筝曲公演の作曲・演奏に対し

平井　澄子 平井澄子邦楽実験室第４回発表公演の企画と成果に対し

株式会社　毎日放送 今藤長十郎作曲の邦楽小品集「山郷の四季」に対し

中部日本放送株式会社 連篇歌曲「旅人かへらず」に対し

株式会社　東京放送 ミュージカル「嬶座」に対し

朝日放送株式会社 合唱組曲「青い葦とりんどうの話」（中田浩一郎作詞・石井歓作曲）に対し

株式会社　ラジオ中国 混声合唱とピアノのための組曲「海」（清水高範作詞・竹西正志作曲）に対し

松山樹子バレエ団 バレエ「オセロ」に対し

牧阿佐美バレエ団 バレエ「白夜」「夢を食う女」「悲愁」の成果に対し

芙二　三枝子 芙二三枝子創作舞踊公演の成果に対し

花柳　有洸 花柳有洸創作舞踊リサイタルにおける「円」の成果に対し

折田　克子 石井みどり舞踊公演における演技に対し

三宅　藤九郎 第８回和泉会における狂言「煎物」の演出に対し

森　茂好 梅若追善能における「摂待」のワキの演技に対し

今井　幾三郎 協会能における「黒塚（白頭）」の演技に対し

北海道放送株式会社 「オロロンの島」に対し

朝日放送株式会社 「釜ヶ崎」に対し

（テレビドキュメンタリー） 読売テレビ放送株式会社 「みえるてどんなん」に対し

株式会社　東京放送 「すりかえ」に対し

日本テレビ放送網株式会社 「縁」に対し

関西テレビ放送株式会社 「選挙参謀」に対し

日本放送協会、大阪中央放送局 「おばぁちゃんの神さま」に対し

中部日本放送株式会社 「刑場」に対し

芸術祭賞 山浦　弘靖 「賊殺」に対し

関　克己 「黒い血」に対し

宇津木　十四男 「むなしき便り」に対し

芸術祭賞 中部日本放送株式会社 放送劇「おとうちゃん」に対し

日本放送協会 立体放送劇「国の東」に対し

北海道放送株式会社 放送劇「奇蹟の映像」に対し

日本放送協会 立体放送劇「マコ坊と特急」に対し

株式会社　東京放送 放送劇「僕の夢、戦争」に対し

株式会社　ニッポン放送 放送劇「ダム」に対し

株式会社　文化放送 放送劇「馬」に対し

株式会社　毎日放送 放送劇「つけこむ」に対し

芸術祭賞 白井　信太郎 「ある潜水夫の話」に対し

杉本　守 「長くとも夜は明ける」に対し

北川　魴介 「走れドン」に対し

尾藤　健三 「童話」に対し

日本ビクター株式会社 「筝曲と地歌の歴史」に対し

日本ビクター株式会社 「歌舞伎下座音楽集成」に対し

日本コロムビア株式会社 「ステレオによる現代邦人の作品」に対し

キングレコード株式会社 「日本古歌謡の復原」に対し

キングレコード株式会社 「東京のうた」に対し
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

劇団　仲間 新劇「婉という女」に対し

劇団俳優座小劇場 新劇「パラジ　－神々と豚々－」に対し

宮本　研 ぶどうの会第１８回公演「明治の柩」の脚本に対し

鈴木　瑞穂 劇団民芸公演「るつぼ」のジョン・プロクタの演技に対し

浜　木綿子 東宝現代劇「悲しき玩具」の芸者小奴の演技に対し

東京演芸協会 第１回大衆演芸特選会の総合成果に対し

柳屋小さん 第４回精選落語会における「そこつ長屋」の話芸に対し

三門　博 秋季恒例浪曲大会における「唄入り観音経」の話芸に対し

江利　チエミ コマ・ミュージカル「スター誕生」の歌唱に対し

石浜日出雄／静間潮太郎／今井直次 宝塚歌劇「タカラジェンヌに栄光あれ」における装置・衣裳・照明の成果に対し

姫　ゆり子 松竹歌劇団第２７回「秋の踊り」における歌唱・演技に対し

株式会社近代映画協会 劇映画「人間」（新藤兼人作品）に対し

株式会社学習研究社 記録映画「特別天然記念物　尾瀬」に対し

東和株式会社 外国映画「蛇いちご」（イングマル・ベルイマン作品）に対し

株式会社英映画社 記録映画「日本の民家」に対し

虫プロダクション 漫画映画「ある街角の物語」に対し

三善　晃 ＮＨＫ「ピアノ協奏曲」の作曲に対し

富山　清琴 富山清琴地唄筝曲演奏会の企画・演奏に対し

上原　真佐喜 上原真佐喜筝曲公演の作曲・演奏に対し

日本雅楽会 雅楽公演会の御神楽「其駒」の成果に対し

小山　清茂 ＮＨＫ　組曲「うぶすな」の作曲に対し

宍戸　睦郎 ニッポン放送交声組曲「唄」の作曲に対し

株式会社毎日放送 義太夫「曾呂利咄」（石川淳作、野沢喜左衛門作曲）の企画・演奏に対し

朝日放送株式会社 合唱組曲「嫁ぐ娘に」（高田敏子作詞、三善晃作曲）に対し

日本放送協会 交声曲「千の声、千の心」（谷川俊太郎作詞・石桁真礼生作曲）に対し

中部日本放送株式会社 混声合唱曲「道」（深尾須磨子作詞・大木正夫作曲）に対し

ＲＫＢ毎日放送株式会社 合唱曲「火の国水の国の譚」（木原孝一作詞・清水脩作曲）に対し

花柳徳兵衛舞踊団 「野の火」「田の神の暦」の総合成果に対し

東京バレエ学校 バレエ「まりも」の成果に対し

谷　桃子 バレエ「リゼット」の演技に対し

牧阿佐美バレエ団 バレエ「飛鳥物語」の成果に対し

横丼　茂 東京バレエ・グループ第３回公演の「ハムレット」の振付に対し

花柳　照奈 創作舞踊公演の「白光」の構成・振付に対し

能楽 芸術祭賞 野村　万蔵 冠者会における狂言「武悪」の太郎冠者の演技に対し

芸術祭賞 （テレビドラマ） 株式会社東京放送 「煙の王様」に対し

株式会社東京放送 「若もの～努の場合～」に対し

日本放送協会 「おはなはん一代記」に対し

日本放送協会名古屋中央放送局 「汽車は夜九時に着く」に対し

関西テレビ放送株式会社 「一坪の空」に対し

関西テレビ放送株式会社 「示談屋」に対し

ＲＫＢ毎日放送株式会社 「死ぬほど逢いたい」に対し

日本放送協会 「●（なぎ）」に対し

東海テレビ放送株式会社 「道－ある技術者の半生－」に対し

芸術祭賞 保利　吉紀 「空白」に対し

漆戸　敏 「濁流」に対し

船本　洋 「残骸」に対し

松浦　善三郎 「週末政治手帳」に対し

日本放送協会 立体放送劇「はらいそう」に対し

朝日放送株式会社 放送劇「吼えろ」に対し

日本放送協会 放送劇「婚約未定旅行」に対し

中部日本放送株式会社 放送劇「うーら・もーる」に対し

株式会社東京放送 放送劇「佳子は七つ、ガンで死んだ」に対し

株式会社ニッポン放送 放送劇「金魚」に対し

中部日本放送株式会社 放送劇「この小さないのち」に対し

芸術祭賞 北村　一夫 「ジェット・コースター」に対し

白木　渚 「孤雁」に対し

大久保文子 「雨の国道」に対し

細江　豊 「群来（くき）」に対し

日本ビクター株式会社 「雅楽大系　器楽篇・声楽篇」に対し

日本コロムビア株式会社 「三味線のうたの生い立ちとその移り変り」に対し

東芝音楽工業株式会社 「平均律クラフイア曲集（バッハ）」に対し

日本ビクター株式会社 抒情組曲「遠い日の歌」に対し

キングレコード株式会社 「アウロス五重奏団」に対し

日本ビクター株式会社 「江戸の娯楽と祭囃子」に対し

ビクターレコード株式会社 「合奏協奏曲集（ヘンデル）」に対し

日本グラモフォン株式会社 「バルトークの弦楽四重奏曲集」に対し

東芝音楽工業株式会社 「交芸復興期のスペイン歌曲」に対し

日本ビクター株式会社 「黄金時代のイギリス・リュート音楽」に対し
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

芸術祭賞 財団法人現代演劇協会附属劇団「雲」 新劇「聖女ジャンヌ・ダーク」に対し

劇団新人会 新劇「オッペケペ」に対し

奈良岡　朋子 劇団民芸公演「狂気と天才」のアンナ、および「夏の日、突然に」のヴェナブル夫人の演技に対し

中村　福助（成駒屋） 歌舞伎「菅原伝授手習艦」の戸浪および「伽羅先代萩」の松島の演技に対し

阿部　広次 俳優座第５６回公演「ワーニヤ伯父」の演出に対し

高田　一郎 劇団新劇場公演「柚之木谷譚」ぶどうの会公演「沖縄」俳優小劇場公演「蝿」の舞台装置に対し

一竜斉　貞文 秋季講談大会における「倉橋伝助」の話芸に対し

林家　正蔵 第５３回東京落語会の「二つ面」および第４７回東横落語会の「すててこ誕生」の話芸に対し

川路　竜子 松竹歌劇団「第２８回秋の踊り」における演技に対し

創作落語会 第１４回創作落語会の成果に対し

コロムビア・トップ／コロムビア・ライト 「漫才変遷史」の企画勢作に対し

淀　かほる 淀かほるリサイタルの成果に対し

中元　清純 宝塚歌劇「虹のオルゴール工場」の作曲に対し

日活株式会社／株式会社石原プロモーション 劇映画「太平洋ひとりぼっち」（市川崑作品）に対し

株式会社岩波映画製作所 記録映画「ある機関助士」に対し

東和株式会社 劇映画「シベールの日曜日」（セルジュ・ブルーギニョン作品）に対し

東映株式会社 記録映画「森林－北海道の国有林－」に対し

株式会社日映科学映画製作所 記録映画「日本の城」に対し

芸術祭賞 （合唱曲） 中部日本放送株式会社 混声合唱曲「岬の墓」（堀田善衛詞・団伊球磨曲）に対し

巖本真理ほか出演者一同 「近代作品による室内楽の夕」の演奏に対し

上原　真佐喜 上原真佐喜筝曲公演の企画演奏に対し

米川文子社中 第１６５回三越名人会における「五段砧」の演奏に対し

佐薙岡豊 佐薙岡豊筝曲演奏会の企画演奏に対し

日本放送協会 間宮芳生作曲の「子供の領分」に対し

株式会社東京放送 貴島清彦作曲の「祭礼囃子による嬉遊曲」に対し

朝日放送株式会社 松平頼則作曲の「フルートと室内オーケストラのためのセレナード」に大使

株式会社文化放送 野沢喜左衛門、杵屋六左衛門、都一中、豊本豊輔作曲の邦楽「蕪村」に対し

日本放送協会 鶴沢寛治復曲の「碁盤太平記」に対し

日本放送協会 芝祐靖作曲の「舞楽風組曲」に対し

アール・ケー・ビー毎日放送株式会社 女声合唱のための組曲「美しい訣れの朝」（阪田寛夫作詞・中田喜直作曲）に対し

日本放送協会 合唱組曲「京都」（安水稔和作詞・多田武彦作曲）に対し

花柳徳兵衛舞踊団 舞劇「宝蓮灯」の総合成果に対し

松山　樹子 剣作バレエ「祗園祭」の統率力と振付に対し

芙二　三枝子 創作舞踊公演の「しまちやび」（孤島苦）と「こうのとりへの鎮魂曲」の成果に対し

平岡斗南夫／志賀美也子 創作バレエ「ビルマの竪琴」の演出と振付に対し

江川　明 東京バレエ・グループ公演の「ドン・ファン」その他の演技に対し

花柳　照奈 創作舞踊公演の「舞四態」の成果に対し

花柳　錦之輔 創作舞踊公演の「鳥小町」の振付に対し

芸術祭賞 幸　祥光 「放下僧」の小鼓一調の演奏に対し

芸術祭奨励賞 観世　寿夫 銕仙会秋の別会における「木賊」のシテの演技に対し

株式会社フジテレビジョン 「夏」に対し

日本放送協会 「鋳型」に対し

朝日放送株式会社 「幾山河」に対し

北海道放送株式会社 「虫は死ね」に対し

株式会社東京放送 「正塚の婆さん」に対し

中部日本放送株式会社 「子機」に対し

九州朝日放送株式会社 「うぶ声」に対し

株式会社東京放送 「カルテロ・カルロス日本へ飛ぶ」に対し

（ドキュメンタリー） 日本テレビ放送網株式会社 「水と風」に対し

芸術祭賞 住吉　浩 「入道雲」に対し

北　瑳代 「かわき」に対し

木村　栄文 「風に叛く樹」に対し

日本放送協会 立体詩劇「東天紅幻想譜」に対し

株式会社　文化放送 放送劇「マーメイド号」に対し

日本放送協会 豊後浄瑠璃によるラジオファルス「孤切支丹」に対し

日本放送協会 放送劇「十円玉」に対し

中部日本放送協会 ラジオモンタージュ「はばたきたい」に対し

株式会社　文化放送 ラジオファンタジア「天と結婚」に対し

芸術祭賞 坂東　弘之 「少年」に対し

佐藤　類 「クリの木の話」に対し

石野　幸男 「猿」に対し

日本ビクター株式会社 横道萬里雄監修解説「能」に対し

日本コロムビア株式会社 三隅治雄編集解説「日本民俗芸能系譜神楽、田楽と風流」に対し

日本グラモフォン株式会社 日本琵琶楽協会監修・解説「日本琵琶楽大系」に対し

日本ビクター株式会社 合唱組曲「沖縄」に対し

日本ビクター株式会社 平野健次監修・解説「上方の端歌」に対し

ビクターレコード株式会社 「ベートーヴェン　チェロ奏鳴曲全集」に対し

日本ウエストミンスター株式会社 「神聖な舞曲と世俗的な舞曲ほか（ドビュッシー）」に対し

日本コロムビア株式会社 「交響曲第一番（マーラー）」に対し

キングレコード株式会社 「戦争レクイエム（ブリテン）」に対し
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

芸術祭賞 長岡　輝子 文学座アトリエ公演「大麦入りのチキンスープ」の演出・演技に対し

三島　雅夫 劇団俳優座公演「東海道四谷怪談」の宅悦の演技に対し

南　美江 ステージ・センター公演「バージニア・ウルフなんかこわくない」のマーサーの演技に対し

赤岡　都 東宝現代劇公演「濹東綺譚」の種田光子の演技に対し

劇団東演 新劇「飯場」に対し

劇団三期会 新劇「男は男だ」に対し

田谷　力三 第１７８回三越名人会「大正はここに」における歌唱に対し

立花梅奴一座 木馬館公演における立花梅奴一座の演芸の成果に対し

東京落語会 第６５回東京落語会の成果に対し

上月　晃 宝塚歌劇団「日本の旋律」における歌唱に対し

赤坂ミュージカル 創作ミュージカル「幽霊の靴」の成果に対し

落語漫才作家長屋 第７回新作発表会の成果に対し

宝田　明 特別コマ・ミュージカル「アニーよ銃をとれ」におけるフランク役の演技に対し

（日本記録映画） 株式会社東京シネマ 「美しい国土　－その生いたち－」に対し

（外国映画） 東和株式会社 劇映画「かくも長き不在」（アンリ・コルピ作品）に対し

（日本劇映画） 東京映画株式会社 劇映画「われ一粒の麦なれど」（松山善三作品）に対し

（日本記録映画） 株式会社電通映画社 記録映画「挑戦」に対し

株式会社東洋シネマ 記録映画「路上」に対し

株式会社桜映画社 記録映画「アメリカの家庭生活」に対し

ワーナー・ブラザーズ映画日本支社 劇映画「アメリカ　アメリカ」（エリア・カザン作品）に対し

（公演によるもの） 米川　文子 米川文子演奏会における作曲・演奏に対し

中部日本放送株式会社 松平頼則作曲の「虹の反映」に対し

日本放送協会 三善晃作曲の「管弦楽のための協奏曲」に対し

（合唱曲） 日本放送協会 合唱組曲「若人のうた」（中沢昭二詞・佐藤真曲）に対し

日本放送協会 「竹の韻き」に対し

株式会社ニッポン放送 甲斐直彦作曲の「交響曲　第１番」に対し

中部日本放送株式会社 平井澄子作曲の「愛の世界」に対し

日本放送協会 混声合唱のための組曲「馬と風景」（北川冬彦詞・中田喜直曲）に対し

株式会社東京放送 合唱曲「水のいのち」（高野喜久雄詞・高田三郎曲）に対し

芸術祭賞 東京バレエ・グループ バレエ「リチャード三世」の総合成果に対し

花柳　禄寿 花柳禄寿舞踊会の「木賊刈」の演技に対し

芙二　三枝子 創作舞踊公演の「殉教」その他の創作力に対し

今井　栄子 第２回今井栄子の会の「山姥（荻江）」の演技に対し

花柳　照奈 創作舞踊公演の「地の祈り」と「雪ふる」の創作力に対し

山路　曜生 作舞リサイタルの「なるしす」に対し

喜多春秋会 秋の公演における「松風」の成果に対し

野村万作・野村万之丞 冠者会における「釣狐」の演技に対し

山本則寿・山本則直・山本則俊 大蔵会における「茶壷」の成果に対し

（テレビドラマ） 中部日本放送株式会社 「父と子たち」に対し

（テレビドキュメンタリー） 日本放送協会 「台風地帯」に対し

日本放送協会 「恐山宿坊」に対し

日本放送協会 「ふたび五月が」に対し

九州朝日放送株式会社 「幾星霜」に対し

ＲＫＢ毎日放送株式会社 「目撃者」に対し

日本放送協会 「約束」に対し

日本放送協会 「歳月　－あるろうあ夫婦の記録」に対し

朝日放送株式会社 「ジャピンド」に対し

芸術祭賞 窪田　耕一 「われは草なり緑なり」に対し

上原　正三 「収骨」に対し

山本　哲郎 「えんぴつのうた」に対し

芸術祭賞 株式会社ニッポン放送 放送劇「シルバー・グレイの空間」に対し

日本放送協会 ドキュメンタリードラマ「都会の二つの顔」に対し

株式会社毎日放送 放送詩劇「心臓にて」に対し

中部日本放送株式会社 放送劇「心音」に対し

朝日放送株式会社 放送劇「狐に穴あり」に対し

日本放送協会 放送劇「漫才師と切支丹」に対し

朝日放送株式会社 放送劇「フェニックスは陽にはばたく」に対し

芸術祭賞 高梨　久 「なんで可哀そうや」に対し

内藤　幸政 「茶壷に追われて」に対し

あべまさはる・井上寛治 「３分４４秒」に対し

日本グラモフォン株式会社 金田一春彦監修「真言声明」および片岡義道監修「天台声明」に対し

日本ビクター株式会社 小山弘志監修「狂言」に対し

（外国盤） 日本コロムビア株式会社 「スペイン民俗音楽大系」に対し

日本ビクター株式会社 町田佳声監修「日本労作民謡集成」に対し

日本コロムビア株式会社 宮下秀冽作曲「神秘」に対し

日本ビクター株式会社 藤根道雄監修「豊後系の浄瑠璃」に対し

東芝音楽工業株式会社 「都市と宮廷の音楽（ドイツ・オーストリア篇）」に対し

ビクター・レコード株式会社 楽劇「パルシファル（ワーグナー）」に対し

日本グラモフォン株式会社 「交響曲第７（９）番（シューベルト）」に対し
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

芸術祭賞 三島　由紀夫 紀伊国屋ホール・演劇集団ＮＬＴ第２回提携公演「サド侯爵夫人」の脚本に対し

アート・シアター新宿文化 アート・シアター演劇公演「ダッチマン」の企画に対し

高橋　治 劇団新劇場第４回公演「白鳥事件」の脚本・演出に対し

村瀬　幸子 劇団俳優座公演「日本の幽霊」の須波あやめの演技に対し

小沢　昭一 俳優小劇場“新劇寄席”公演の「とら」における演技に対し

日下　武史 日生劇場公演「悪魔と神」のハインリッヒの演技に対し

近石　真介 劇団東演第１１回公演「風浪」の山田唯雄の演技に対し

東京キューバン・ボーイズ 東京キューバン・ボーイズ１６周年記念リサイタルにおける組曲「祭りの四季」の企画・構成・演奏に対し

林家　正蔵 第７７回東京落語会における「笠と赤い風車」の話芸に対し

フランク永井 第２回フランク永井リサイタルにおける歌唱に対し

柳屋三亀松 第４回大衆演芸特選会における都々逸粋団の成果に対し

一龍斉　貞鳳 第１１回みんなの講談における企画構成に対し

牧野　周一 第４回大衆演芸特選会における漫談の成果に対し

天津龍子舞踊劇団 三越劇場における第１回公演の成果に対し

（日本記録映画） 株式会社　記録映画社 「姫路城」に対し

（外国映画） 東和株式会社 劇映画「８・」（フェデリコ・フェリーニ作品）に対し

株式会社　日映科学映画製作所 「日本の祭」に対し

株式会社水の江事務所 「能」に対し

（公演によるもの） 上原　真佐喜 上原真佐喜筝曲公演における作曲・演奏に対し

（放送によるもの） 日本放送協会 三善晃作曲の「バイオリン協奏曲」に対し

（合唱曲） 日本放送協会 合唱組曲「こどもの季節」（七つのこどもの詩、三善晃曲）に対し

ＮＨＫ交響楽団 ＮＨＫ交響楽団特別演奏会に対し

中山　悌一 中山悌一独唱会に対し

山川園松 第４会山川園松作品演奏会に対し

巌本真理ほか出演者一同 「ウィーン古典派室内楽の夕」の演奏に対し

日本放送協会 間宮芳生作曲のオペラ「ニホンザルスキトオリメ」に対し

中部日本放送株式会社 貴島清彦作曲の「ピアノ五重奏曲」に対し

日本放送協会 宮下秀冽作曲「十七絃のための山楽章」に対し

株式会社　毎日放送 合唱組曲「みえないものを」（伊藤海彦詞・中田喜直曲）に対し

株式会社　東京放送 合唱曲「煉瓦色の街」（阪田寛夫詞・大中恩曲）に対し

株式会社　東京放送 男声合唱曲「五つの学生の歌」（武川寛海詞・石井歓曲）に対し

平岡斗南夫・志賀美也子 平岡・志賀舞舞踊団公演の「破戒」の構成・振付に対し

花柳　茂香 第１４回東横創作舞踊の会の「対（つい）」の構成・振付に対し

吉村　雄輝 上方舞の会の「宗右衛門町」と「信田妻」の成果に対し

友井　唯起子 法村・友井バレエ団公演の「タマール」の振付に対し

花柳　照奈 創作舞踊公演の「踊楽図」の創作力に対し

芙二　三枝子 創作舞踊公演の「昇れ太陽」の創作性に対し

芸術祭賞 鉄仙会 鉄仙会別会における「檜垣」に対し

山本　則直 能楽春秋会における鶏聟

一噲　幸政 能楽春秋会における「邯●」の笛の演奏に対し

芸術祭賞 （テレビドラマ） ＲＫＢ毎日放送株式会社 「海より深き」に対し

日本テレビ放送網株式会社 「二十年目の収穫」に対し

日本放送協会 「はらから」に対し

株式会社日本教育テレビ 「岐路」に対し

株式会社　東京放送 「東京見物」に対し

日本放送協会 「交通戦争」に対し

中部日本放送株式会社 「助走距離３１Ｍ８０」に対し

日本放送協会 「耳鳴り－ある被爆者の２０年－」に対し

芸術祭賞 服部　武四郎 「薩摩の芋の物語」に対し

藤本　史朗 「おばぁちゃん」に対し

岩田　照彦 「饗宴」に対し

芸術祭賞 株式会社　東京放送 放送詩劇「飛翔」に対し

朝日放送株式会社 放送劇「夢の内外」に対し

日本放送協会 放送劇「きぬという道連れ」に対し

中部日本放送株式会社 放送劇「大礼服」に対し

日本放送協会 放送劇「火と雪と祭りの国」に対し

株式会社　東京放送 放送劇「さよならアンクル・トム」に対し

日本放送協会 ラジオ・ドキュメンタリー「目から手が出る」に対し

芸術祭賞 青山　由子 「ベルの音」に対し

所川　照江 「歳月の彼方に」に対し

畑中　レイ 「訪れ」に対し

日本ビクター株式会社 河竹繁俊監修・郡司正勝、望月太意之助構成・解説「日本舞踊音楽」に対し

日本コロムビア株式会社 町田佳声、竹内勉監修「民謡源流考」に対し

日本コロムビア株式会社 林謙三監修「天平・平安時代の音楽」に対し

日本コロムビア株式会社 日本現代音楽シリーズ第６集「現代日本の管弦楽曲」に対し

キングレコード株式会社 藤本秀夫監修・藤本秀夫、金子千章解説「うた沢の成立と発展」に対し

日本コロムビア株式会社 森垣二郎監修・三隅治雄解説「沖縄音楽総覧」に対し

キングレコード株式会社 「グレゴリオ聖歌」に対し

日本コロムビア株式会社 「グラゴル・ミサ（ヤナーチェク）」に対し

ビクター・レコード株式会社 バイオリン協奏曲集「ラ・チェトラ（ヴィヴァルディ）」に対し

日本コロムビア株式会社 「ホロヴィッツ・カーネギー・ホール・コンサート」に対し

ビクター・レコード株式会社 「現代音楽の領域（１）」に対し

東芝音楽工業株式会社 「交響曲第７，第８番（ブルックナー）」に対し
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昭和４０年度（第２０回）芸術祭賞一覧
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