
受　　　賞　　　対　　　象

演劇集団円公演「悲劇　フェードル」の成果

帝劇１０月／東宝ミュージカル特別公演「シカゴ」の演技

片山九郎右衛門の会第６回東京公演「松風－見留－」の成果

劇団俳優座第１８６回公演「心－わが愛」の演技

歌舞伎座芸術祭十月大歌舞伎における「加賀見山旧錦絵」の演技

英の会第７回公演「ひとり芝居－金色夜叉」「遊女夕霧」の成果

第２回「味見亨の会」の演奏

「千寿の会（第８回）－弘化・嘉永期の長唄三題－」の成果

「谷珠美リサイタル－山田検校そして現代－」の演奏

第５回「富山清隆地歌筝曲演奏会」の演奏

「山勢司都子演奏会」の演奏

「吉武由子ソプラノリサイタル－新ウィーン楽派の作曲家たち－」の演奏

石井晶子現代舞踊公演における「壁画Ｐａｒｔ　Ⅱ」の成果

第３２回小林紀子バレエ・シアターにおける「コッペリア」の演技

「楳若　勧二郎の会　特別公演」の成果

小島章司フラメンコの世界’８６における「瞋恚の炎」の演技

佐藤桂子・山崎泰スペイン舞踊団公演「エレクトラ」の成果

第５回扇祥の会における「おきよ豆打」の演技

「雷門助六独演会」の話芸

「神田ろ山独演会」の話芸

「若手花形落語会　鈴木余一会」の成果

㈱キネマ東京
㈱西友全国朝日放送

人間の約束

㈱ディレクターズ・Ｃ
㈱Ｎ・Ｃ・Ｐ
日本テレビ放送網㈱

ウホッホ探検隊

株式会社桜映画社
MOAプロダクション

よみがえる光琳屋敷

株式会社プロコムジャパン 西出大三　截金の美

日本放送協会 ドラマ・スペシャル「ベルリンが歌っていた」

日本放送協会 ドラマ「夏がくれば思い出す」

九州朝日放送株式会社 「からたちの花－私の愛する荻野綾子へ－」

日本放送協会 「私とハルばあさん」

関西テレビ放送株式会社 松本清張サスペンス・隠花の飾り「記念に・・・・」

日本放送協会 ドラマ「子どもの隣り」

株式会社テレビ西日本 いま女が語りつぐ・・・戦艦大和

日本放送協会 のぞみ５歳～手さぐりの子育て日記～

北海道放送株式会社 大草原の少女みゆきちゃん

日本コロムビア株式会社 宙～山本邦山・尺八・２００１～

ビクター音楽産業株式会社 現代の三弦　ベスト２５

日本コロムビア株式会社 マーラー／交響曲第５番

ビクター音楽産業株式会社 祈祷と舞踊　福田進一・ギター・リサイタル

レコード

二部（洋楽系音楽等）

ドラマの部

一部（邦楽系音楽等）

若手花形落語会

石井　晶子

稲村　真実

昭和６１年度（第４１回）芸術祭賞授賞一覧

受　　　賞　　　者

杵屋　三千寿

谷　珠美

英の会

中村雀右衛門　　尾上菊五郎　　片岡孝夫

部　門

片山九郎右衛門の会
演　　劇

加藤　剛

山勢司都子

音　　楽

吉武　由子

味見　亨

演劇集団円

鳳蘭

小島　章司

佐藤桂子・山崎泰スペイン舞踊団

長編映画

富山　清隆

舞　　踊

演　　芸

雷門　助六

神田　ろ山

楳若　勧二郎

西川　扇祥

映　画

短編映画

（参考）　昭和６１年度（第２回）芸術作品賞受賞一覧

ドキュメンタリーの部

ドラマの部

ラジオ

ドキュメンタリーの部

テレビ



受　　　賞　　　対　　　象
劇団青年座第９７回公演「国境のある家」の成果
ミュージカル「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ」の演技
ＳＨＩＳＥＩＤＯミュージカル「レ・ミゼラブル」の成果
ろう者喜劇の会「手話狂言ー秋の会」の成果
野村四郎の会第７回公演「求塚」の成果
藤田まこと特別公演「旅役者駒十郎日記　人生まわり舞台」の演技
「ドン・キホーテより　諸国を遍歴する二人の騎士の物語」の演技
「石垣征山尺八独奏会」の成果
「ゲソの気まぐれコンサートＶｏｌ．５　“アメリカンポップス日本元年”」の成果
「郡愛子メゾ・ソプラノ　リサイタル－オルフェオの世界」の成果
「酒井美津子ソプラノ　リサイタル－マリアの生涯」の成果
「第１７回砂崎知子筝リサイタル」の成果
「東京フィル現代音楽展」の成果
「友渕のりえ　日本の唄　第１３回リサイタル」の成果
「山勢司都子演奏会」の成果
「琉球舞踊新垣典子の会－南風美ら」の成果
第１４回石黒節子舞踊公演「心中天の綱島」の構成・振付
「第２７回出雲蓉の会ドラマチック・リサイタル－女・おんな・Ｏｎｎａ」の成果
志田房子の会－舞ひとすじ－における「柳」「浜千鳥」の演技
松山バレエ団創立４０周年記念公演「新当麻曼茶羅」の成果
柳下規夫・林千枝ダンシング・デュエット「オルフェ」の演技
「太田英夫の会－浪花節変遷史」の成果
「高岡良樹の歌物語－朱鷺絶唱」の成果
「千藤幸蔵三味線リサイタル－大津絵節の系譜」の成果
灘康次芸能生活４１周年記念公演における「ボーイズの歩み」の成果
正雀芝居噺の会における「真景累ケ淵－水門前の場－」の話芸

松竹映像株式会社 男はつらいよ　知床慕情

東映株式会社
有限会社こぶしプロダクション

イタズ－熊－

株式会社電通映画社 丹後の藤織り
株式会社英映画社 ふるさとからくり風土記－八女福島の燈籠人形－

株式会社　東京放送 蝶の道

日本放送協会 桜堤舗装事件

株式会社和歌山放送 沈黙の春～子供が消え、そして学校が消えた～

九州朝日放送株式会社 胡美芳・私の昭和史
株式会社フジテレビジョン ドラマスペシャル「北の国から’８７初恋」
日本放送協会 ドラマスペシャル「絆」
日本放送協会 ドラマスペシャル「橋の上においでよ」
日本放送協会 ＮＨＫ特集「蒲田・町工場物語」
北海道放送株式会社 「童は見たり～世界最大のヒット曲「野ばら」の謎を追う～」

山口放送株式会社 「祖国へのはるかな旅～ある中国残留婦人の帰国～」

クラウンレコード株式会社 「深海さとみ／筝幻想～華麗に綾なす美の新空間～」
ビクター音楽産業株式会社 「聴流　初代越野栄松名演集」

日本コロムビア株式会社
「バレエ組曲《かかしの王子》作品１３」
「パントマイム《中国の不思議な役人》作品１９」

日本コロムビア株式会社
「ロッシーニ：絃楽のためのソナタ（全６曲）」
「ドニゼッティ：弦楽四重奏曲第３番、第５番（弦楽合奏版）」

昭和６２年度（第４２回）芸術祭賞授賞一覧

部　門 受　　　賞　　　者

演　　劇

劇団青年座
真田　広之
東宝株式会社
日本ろう者劇団
野村四郎の会
藤田　まこと
三津田健・中村伸郎

音　　楽

石垣　征山
笈田　敏夫
郡　　愛　子
酒井　美津子
砂崎　知子
東京フィルハーモニー交響楽団
友渕　のりえ
山勢　司都子

舞　　踊

新垣　典子
石黒　節子
出雲　　蓉
志田　房子
松山バレエ団
柳下規夫・林千枝

演　　芸

太田　英夫
高岡　良樹
千藤　幸蔵
灘　　康次
林家　正雀

（参考）　昭和６２年度（第３回）芸術作品賞受賞一覧

映　画
長編映画

短編映画

ラジオ

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

テレビ

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

レコード

一部（邦楽系音楽等）

二部（洋楽系音楽等）



受　　　賞　　　対　　　象
加藤健一事務所ＶＯＬ．８「第二章」の演技
劇団薔薇座第２１回公演「スイート・チャリティー」の成果
「茂山忠三郎・狂言の会」の成果
帝劇１０月特別公演「五十鈴十種より／新版香華」の成果
サンシャイン劇場開場十周年記念公演／松竹・文学座提携「近松女敵討」の成果
ＳＨＯＷ　ＳＴＯＰＰＥＲ　１「Ｉ　ＧＯＴ　ＭＥＲＭＡＮ」の成果
「大橋節夫－私の軽音楽史－」の成果
「神谷郁代　モーツァルト演奏会」の成果
「川村泰山　第３回尺八リサイタル」の成果
「杵屋勘五郎　廣吉親子会」の成果
「小林武史　ヴァイオリンリサイタル－２０世紀のヴァイオリン音楽－」の成果
「近藤幸子－第７回－三味線・現代」の成果
「友渕のりえ　日本の唄　第１４回リサイタル」の成果
「宮田哲男　長唄演奏会」の成果
「吉野直子　ハープリサイタル」の成果
「碇山奈奈　プーロフラメンコ　カンテホンドの歌」の演技
「尾上菊見リサイタル」の成果
「第９回神崎ひで貴の会」の成果
「第７回扇祥における新作長唄「臥侍居待」の演技
「第１７回花柳春の会」の演技
「第５回林千枝リサイタル」の演技
松本道子バレエ団創立３０周年記念特別公演における「真夏の夜の夢」の成果
「第２９回神田小山陽の会－義経を囲む人々・華と愁い－」の話芸
「円楽独演会」の話芸
ＧＲＡＮＤ　ＭＡＧＩＣ　ＳＨＯＷ　「しんたろうのまじっくＮＯ．１８」の成果
「第２回天秀の会－二人芸コンビコンビ－」の成果
「若松若太夫－説経節の世界・小栗判官－」の演奏

株式会社徳間書店 「となりのトトロ」

株式会社ライトプロダクション
株式会社沢井プロダクション
株式会社創映新社

「ＴＯＭＯＲＲＯＷ／明日」

株式会社岩波映画製作所 「ぶんきょうゆかりの文人たち」
株式会社学習研究社 「義太夫狂言の演技」

株式会社エフエム東京 ドラマ「モグラたちの夢ゲリラ」

日本放送協会 ＦＭシアター「よいしょ・よいしょ」

朝日放送株式会社 「ヒトの条件～いのちを生きる」

株式会社東京放送 「ＢＹＥ　ＢＹＥ　ＥＭ　ＣＬＵＢ～軍都ヨコスカの昭和～」
日本テレビ放送網株式会社 「明日　１９４５年８月８日・長崎」
日本放送協会 ドラマスペシャル「海の群星」
日本放送協会 ドラマスペシャル「北の海峡」
株式会社毎日放送 「ともだち－宗谷岬発武庫川行－」
株式会社南日本放送 「未招の魂」

日本放送協会 ＮＨＫ特集「二・二六事件　消された真実～陸軍軍法会議秘録～」

テイチク株式会社 「今藤綾子　長唄秘曲十選」
日本コロムビア株式会社 「筝～沢井忠夫合奏団の世界～」

株式会社ＣＢＳ・ソニーグループ 「ランパル＆工藤重典　フルート・デュオ夢の饗宴」

有限会社カメラータ・トウキョウ 「民音現代作曲音楽祭’８７」

碇　山　奈　奈

昭和６３年度（第４３回）芸術祭賞授賞一覧

受　　　賞　　　者

神　谷　郁　代
川　村　泰　山

宮　本　企　画
文　　学　　座

部　門
加藤健一　　高畑淳子
劇　団　薔　薇　座　

三遊亭　円　楽

神崎　ひで貴

松本道子バレエ団

若　松　若太夫

林　　千　枝

リーガル天才・秀才
藤　山　新太郎

茂山忠三郎・狂言の会

尾　上　菊　見

杵屋　勘五郎

宮　田　哲　男

ラジオ

西　川　扇　祥
花　柳　　春

舞　　踊

演　　芸

神　田　小山陽

二部（洋楽系音楽等）

ドラマの部

演　　劇
東宝株式会社

小　林　武　史音　　楽

吉　野　直　子

大　橋　節　夫

近　藤　幸　子
友渕　のりえ

長編映画
映　画

短編映画

（参考）　昭和６３年度（第４回）芸術作品賞受賞一覧

ドキュメンタリーの部

レコード

ドラマの部

一部（邦楽系音楽等）

ドキュメンタリーの部

テレビ



受　　　賞　　　対　　　象
「炎の人　－ゴッホ小傳－」の演出・演技
十月大歌舞伎「鏡獅子」の演技
「雪国」の演技
ぐるーぷえいと公演「女の声」の演技
「とってもゴースト」の成果
「盟三五大切」の成果
「毒薬と老嬢」の成果
「石垣清美箏独奏会」の演奏
「岩崎淑ミュージック・イン・スタイル」の成果
「杵屋勘五郎　廣吉親子会」の演奏
「第８回　富山清隆地歌箏曲演奏会」の成果
「三橋貴風尺八リサイタル」の演奏
「山勢司都子演奏会」の演奏
オペラ「セロ弾きのゴーシュ」の成果
「第１２回岡田昌巳スペインを踊る」の演技
野外舞踊公演「八尾比丘尼」の企画と成果
花柳昌三郎舞踊公演における「月日は流れ身は流れ　～竹久夢二の女～」の演技
第６回園喜輔の会における「高尾さんげ」の演技
吉村雄輝夫の会における「善知鳥」の演技
「一龍斎貞山の会」の企画と成果
「桂歌丸独演会」の話芸
「桜井敏雄　－これがヴァイオリン演歌だ」の成果
「新内仲三郎の会」の作曲（女猩々）と演奏
「かってに志の輔コレクション」の企画と成果
「オン・ステージ玉川勝太郎」の口演
「星が見える心…うたとおどりと和楽器と」の成果

関西テレビ放送株式会社 「父子の対話」
日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　ドラマ「失われし時を求めて　－ヒロシマの夢－」
株式会社テレビ西日本 「あゝ鶴よ　～ノモンハン５０年目の証言～」
中京テレビ放送株式会社 「チエと空襲　～平成元年の「銃後」～」

日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　「忘れられた女たち　～中国残留婦人の昭和～」

日本放送協会 ＦＭシアター「紅い鳥・ひとり」

日本放送協会 ＦＭシアター「カモメの駅から」

株式会社ニッポン放送 「とびだせ２次元！　～トルーパーの少女たち」

日本放送協会 「ユダヤ人を救った１５００枚のビザ　～日本人外交官・杉原千畝の戦い～」
（該当なし）

株式会社ＣＢＳ・ソニーグ
ループ

Ｊ．Ｓ．バッハ「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ＆パルティータ全集」

日本コロムビア株式会社 「マリンバ　スピリチュアル　安倍圭子と世界の打楽器奏者たち」

有限会社カメラータ・トウ
キョウ

「天籟地響／廣瀬量平」

株式会社今村プロダクショ
ン　　　林原株式会社

「黒い雨」

松竹映像株式会社
株式会社博報堂
伊藤忠商事株式会社
株式会社勅使河原プロダ
クション

「利休」

株式会社桜映画社 「有明海の干潟漁」
株式会社プロコムジャパン 「土と炎と人と　－清水卯一のわざ－」

長編映画
映　画

短編映画

玉　川　勝太郎

（参考）　平成元年度（第５回）芸術作品賞受賞一覧

ドキュメンタリーの部

レコード

一部（邦楽系音楽等）

ドラマの部

ラジオ

三　田　佳　子
演　　劇 山　田　礼　子

三　橋　貴　風
音　　楽

オペラシアター　こんにゃく座

石　垣　清　美

演　　芸
立　川　志の輔

一龍斎　貞　山
桂　　　歌　丸

花　柳　昌三郎

吉　村　雄輝夫

宮城まり子と劇団虹

花　柳　園喜輔

新　内　仲三郎

劇団音楽座
劇団青年座

部　門
滝　沢　　　修
中　村　勘九郎

舞　　踊

岡　田　昌　巳
二代目　西　崎　　　緑

富　山　清　隆

山　勢　司都子

ドキュメンタリーの部

テレビ

二部（洋楽系音楽等）

桜　井　敏　雄

ドラマの部

平成元年度（第４４回）芸術祭賞一覧

受　　　賞　　　者

岩　崎　　　淑
杵　屋　勘五郎

博品館劇場・劇団ＮＬＴ



受　　　賞　　　対　　　象
一人芝居「じょんがら民宿こぼれ話」の成果
東宝１０月特別公演「細雪」における雪子の演技
「セイムタイム・ネクストイヤー」の成果
「ヴェニスの商人」の成果
「平成ロッキー・ハムレット」の成果
「三代目、りちやあど」の成果
東宝現代劇「放浪記」の成果
「青柳いずみこピアノ・リサイタル　－残酷なやさしさをもって－」の成果
「奥田宗宏音楽生活６０周年記念コンサート」の成果
「第５回百千会」の成果
第１０回リサイタル「田嶋直士尺八の世界」の演奏
田村宏室内楽シリーズ「ドヴォルジャークの夕べ」の演奏
三味線リサイタル「第１８回本條秀太郎の会」の演奏
ミュージカル・オペラ「うたよみざる」の成果
地主律子舞踊公演「翔　－心を綾織る鶴の伝説－」の演技
第２回華雅の会における「逸雛雪木花」の演技
吉村輝章「舞の季」における地唄「竹生島」の成果
第２回「若柳寿延リサイタル」の成果
法村友井バレエ団特別公演「エスメラルダ」の成果
松山バレエ団１０月公演「シンデレラ」の成果
マリオン寄席「桂小文枝音曲芝居噺の世界」の話芸
第３回「斎藤京子の会」の成果
寄席浪曲「第７回玉川福太郎独演会」の口演
晴乃ピーチク「色物にて候」における「似顔絵漫談」の話芸
ガイ氏即興人形劇場「ごんぎつね」の成果
「第６回朱里ダンスプロジェクト」公演の成果

日本放送協会 「不熟につき……」～藤堂家城代家老の日誌より～
中部日本放送株式会社 「時の祭り」
読賣テレビ放送株式会社 「愛の世界」
ＲＫＢ毎日放送株式会社 「記者それぞれの夏」～紙面に映す日米戦争～
日本放送協会 「チャウシェスク政権の崩壊」～市民が撮った革命の７日間

株式会社テレビ西日本 「遙かなるダモイ」～収容所から来た遺書～

日本放送協会 ＦＭシアター「夜のコーラス」

日本放送協会 ＦＭシアター「夢の男」
札幌テレビ放送株式会社 「絆　～みちよの青春～」
山口放送株式会社 中国残留婦人シリーズ「終わりのない旅」
日本コロムビア株式会社 「雅楽の世界」（上・下）
日本コロムビア株式会社 「石井眞木／協奏と交響」
日本コロムビア株式会社 「フレディ・フリーローダー／ジョン・ヘンドリックス・アンド・フレンズ」

有限会社ナミ・レコード 「安永徹　ヴァイオリン演奏会」

晴乃　ピーチク

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

レコード

一部（邦楽系音楽等）

ドラマの部
ラジオ

ドキュメンタリーの部

テレビ

二部（洋楽系音楽等）

地　主　律　子
花　柳　輔太朗

うたよみ座

玉　川　福太郎

若　柳　寿　延
法村友井バレエ団

平成２年度（第４５回）芸術祭賞一覧

受　　　賞　　　者

奥　田　宗　宏
岸辺百代・岸辺美千賀

東宝株式会社

劇団「平成元年」
劇団夢の遊民社

演　　劇

青　柳　いずみこ　

（参考）　平成２年度（第６回）芸術作品賞受賞一覧

音　　楽

舞　　踊

演　　芸

水　田　外　史

桂　　　小文枝
斎　藤　京　子

吉　村　輝　章

松山バレエ団

朱里ダンスカンパニー

田　嶋　直　士

本　條　秀太郎

部　門
草　村　礼　子
遙　　　くらら
加藤健一事務所
劇工房ライミング

田　村　　　宏



受　　　賞　　　対　　　象
ＵＰＳ第１１回公演「ザ・ウィンズ・オヴ・ゴッド」の原作・脚本及び演技
第４回梅若盛義こころみの会「望月－古式－」の演技
劇団俳優座公演No.210「復活」の演技
松竹・文学座提携「ふるあめりかに袖はぬらさじ」の演技
十月大歌舞伎における「寺子屋」「天衣紛上野初花（河内山）」の演技
前進座１０月特別公演「煙が目にしみる」の演技
ＡＣＣ雑戯舎公演「ひとり芝居　しのだづま考」の成果
「薔薇の花束の秘密」の演技
「石垣征山・石垣清美　ジョイント・リサイタル・５」の成果
「長唄　双寿会　別会」の成果
「関定子ソプラノ・リサイタル　－日本民謡にルーツを求めて－」の歌唱
「第七回富田清邦地歌箏曲演奏会」の演奏
「第十回富山清隆地歌箏曲演奏会」の演奏
「原信夫とシャープス＆フラッツ結成４０周年記念リサイタル」の成果
「安達哲治創作バレエ公演」の成果
可西希代子４０周年記念公演「立山まんだら」の成果
小林伴子フラメンコ・コンサートVol.３「＜赤い靴＞私抄」の成果
「扇生の会」の成果
「藤間章作素踊りの会」の演技
堀本卓矢バレエリサイタルにおける「メリーウィドウ」の振付と演技
「松風翠穂の会」の成果
「鎌田弥恵　物語の会」の成果
「第２２回ドラマチック歌曲」の成果
「春風亭小柳枝の会」の話芸
「John Mung　－ジョン万次郎－」の話芸
「猿まわし五人衆」の作・演出

株式会社東京放送 「西郷札」
日本放送協会 「二本の桜」
日本放送協会 「のんのんばあとオレ」
北海道放送株式会社 東芝日曜劇場スペシャル「サハリンの薔薇」
株式会社熊本県民テレビ ＴＩＭＥ２１「幸ちゃんは２歳・たった一人で海を渡った」
東海テレビ株式会社 「はたらいて　はたらいて」　～小児科診療所と老人たち～
日本テレビ放送網株式会社「甦る仁王」　東大寺南大門仁王像８００年目の解体修理

日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　「タイス少佐の証言」　～捕虜体験４６日間の全記録～

日本放送協会 建国記念の日特集　「交響詩劇・木と水への記憶」

株式会社文化放送 「極楽蜻蛉　－家の贈り物」
ＲＡＢ青森放送株式会社 ＲＡＢラジオ報道特集「冤罪への証言」　～弘前大学教授夫人殺人事件をふりかえる
株式会社エフエム中九州 「子供たちがくれた勲章」

株式会社ソニー・ミュー
ジックエンタテイメント

諸井誠　竹林奇譚巻乃壱「斐陀以呂波」

キングレコード株式会社 「日本の民族音楽①～⑩」
日本コロムビア株式会社 「平井澄子　切支丹道成寺／愛の世界」

日本クラウン株式会社 「カステルヌオーヴォ＝テデスコ　ゴヤによる２４のカプリチョス・山下和仁」

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

レコード
一部（邦楽系音楽等）

ドラマの部
ラジオ

ドキュメンタリーの部

二部（洋楽系音楽等）

テレビ

村　崎　太　郎

安　達　哲　治
可　西　希代子

原信夫とシャープス＆フラッツ

春風亭小柳枝

西　川　扇　生
藤　間　章　作

平成３年度（第４６回）芸術祭賞一覧

受　　　賞　　　者

稀音家義丸・鈴木勘容
関　　　定　子

松下砂稚子・佐藤オリエ

中　村　吉右衛門
中　村　梅　雀

演　　劇

石垣征山・石垣清美

（参考）　平成３年度（第７回）芸術作品賞受賞一覧

音　　楽

舞　　踊

演　　芸
宝　井　馬　琴

鎌　田　弥　恵
小　林　久　子

小　林　伴　子

松　風　翠　穂
堀本卓矢・佐藤弥生子

富　田　清　邦
富　山　清　隆

ふじたあさや・中西和久

部　門
今　井　雅　之
梅　若　盛　義
栗　原　小　巻
杉　村　春　子



受　　　賞　　　対　　　象
前進座特別公演「怒る富士」の演技
ミュージカル「ミス・サイゴン」の演技
博品館劇場＋オフィス・ナイン提携公演「私はシャーリー・ヴァレンタイン」の演技
十月新派特別公演における「佃の渡し」の演技
「蜘蛛女のキス」の演技
東宝現代劇特別公演「流水橋」の演技
「セールスマンの死」の成果
「藍川由美リサイタル」の成果
「第１３回栄芝の会」の歌唱
杵屋勘五郎廣吉親子会「杵屋廣吉リサイタル」の成果
「第１回清元美寿太夫・清元榮三演奏会」の成果
「第２２回鶴賀喜代寿の会」の成果
「常磐津八重太夫リサイタル」の成果
「深緑夏代－歌・この不思議なるもの－」の歌唱
「吉村七重　箏リサイタル」の成果
「第５回寛穂乃会」における「北州」の演技
琉球舞踊新垣典子の会「新南風Ⅱ」における「恋の鱗」の成果
「菊雅の会」における「関寺小町」の演技
小池幸子舞踊展「カルミナ・ブラーナ」の成果
「第４回紋瑠里の会」における「八島」の演技
「入船亭扇遊独演会」の話芸
「大月みやこ特別公演」の演技と歌唱
「物真似－昭和のスター達－」における演技
「北見マキ　ミステリー空間」の成果
「林家正雀の会」の話芸

関西テレビ放送株式会社 秋のドラマスペシャル　「裸の木」
日本放送協会 ドラマ「むしの居どころ」
株式会社フジテレビジョン 「北の国から'92巣立ち　後編」
讀賣テレビ放送株式会社 「雀色時」
株式会社テレビ西日本 「祖国へ・スイスからの緊急暗号電」
日本テレビ放送網株式会社スーパーテレビ・情報最前線「１００歳の高校教師・うめ子先生」
日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　「あなたの声が聞きたい　“植物人間”　生還へのチャレンジ」

日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　「十月の悪夢　１９６２年キューバ危機戦慄の記録（前・後編）」

山口放送株式会社 「大地は知っている　～中国へ残された婦人たち～」

日本放送協会 特集・オーディオドラマ'92「あたし・の家族」
株式会社南日本放送 ＭＢＣサンデースペシャル「ロッポウやーい！」
山形放送株式会社 「丸山ワクチンは死なず」
テイチク株式会社 「七代目　宇治紫文　一中節選集」
ビクター音楽産業株式会 「劇場の前　～野口雨情作品集～　森進一」

有限会社カメラータ・トウ
キョウ

「尹　伊桑（イサン・ユン）の芸術」

株式会社西洋環境開発 「「今日の音楽」２０回記念ミュージック・トゥディ・セレクションズ」

水　谷　良　重

鶴　賀　喜代寿

尾　上　菊　雅

藤　間　紋瑠里
小　池　幸　子

演　　劇

藍　川　由　美

清元美寿太夫・清元榮三

深　緑　夏　代
常磐津八重太夫

山　岡　久　乃

吉　村　七　重

嵐　　　圭　史　

平成４年度（第４７回）芸術祭賞一覧

受　　　賞　　　者

栄　　　　　芝
杵　屋　廣　吉

劇　団　　昴

村　井　国　夫

音　　楽

部　門

市　村　正　親
草　笛　光　子

林　家　正　雀

吾　妻　寛　穂
新　垣　典　子

（参考）　平成４年度（第８回）芸術作品賞受賞一覧

演　　芸
北　見　マ　キ

入船亭　扇　遊
大　月　みやこ
北　口　幹二彦

舞　　踊

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

ドラマの部
ラジオ

レコード

一部（邦楽系音楽等）

ドキュメンタリーの部

二部（洋楽系音楽等）

テレビ



受　　　賞　　　対　　　象
ミュージカル「コレット・コラージュ」の演出
「大田楽　－日枝赤坂－」の構成・演出
新橋演舞場十月特別公演「夢千代日記」の演技
ミュージカル「リトル　プリンス」の成果
「夢、クレムリンであなたと」の成果
「少女都市からの呼び声」の成果
前進座十月特別公演「一本刀土俵入」の成果
「稲垣稔ギターリサイタル」の演奏
「第一回杵屋巳太郎リサイタル」の成果
「塚田京子ソプラノリサイタル」の成果
「第二回常磐津松尾太夫の会」の成果
「福田千栄子演奏会」の成果
リサイタル「マイ　ライフ」の成果
琉球舞踊「谷田嘉子・金城美枝子二人の会」の成果
「第九回花柳衛菊舞踊リサイタル」における「哀し」の振付・演技
第４回早川恵美子・博子バレエスタジオ公演「愛の妙薬」の成果
「藤間勘紫恵発表会」における「角田川」の振付・演技
「本間祥公現代舞踊公演」における「智恵子遺珠」の振付・演技
「第十七回松賀藤雄の会」における「賤機帯班女物狂」の演技
「松崎すみ子バレエ公演」の成果
「三遊亭鳳楽独演会」の成果
「第十回琴嶺の会」の成果
「第二十回八光亭春輔の会」の成果
「衛彦の企画による会」の成果
「八王子車人形西川古柳座公演」における「宗吾と甚兵衛」の成果

株式会社東京放送 「説得」
日本テレビ放送網株式会社「ちゃんめろの山里で」
日本放送協会 金曜時代劇　「清左衛門残日記」　第１０回「夢」
日本放送協会 土曜ドラマ　「街角」　第二話「覗く少年」
石川テレビ放送株式会社 「能登の海　風だより」
東海テレビ放送株式会社 「オオシカの村」

日本放送協会
ＮＨＫスペシャル　「ドキュメント太平洋戦争」　第４集「責任なき戦場　～ビルマ・イ
ンパール～」

日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　「ヨーロッパ・ピクニック計画　こうしてベルリンの壁は崩壊した」

株式会社東京放送 ドラマスペシャル　「アドルフに告ぐ」
日本放送協会 特集・少年ドラマシリーズ　「夏の庭」
東北放送株式会社 ラジオドキュメンタリー　「八人目のサムライ　作曲家・早坂文雄の生涯」
日本放送協会 「鎮魂・奥尻　～水中写真家・中村征夫の証言～」
テイチク株式会社 魂の歌　西松文一の地唄
株式会社アート・ユニオン 現代日本のヴァイオリン音楽・抄／天満敦子
日本コロムビア株式会社 テレマン「パリ四重奏曲集」

ビクターエンタテイメント株
式会社

千住真理子／イザイ「無伴奏ヴァイオリンソナタ」（全曲）　

一部（邦楽系音楽等）

レコード

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

ドラマの部
ラジオ

二部（洋楽系音楽等）

八王子車人形西川古柳座

谷田嘉子・金城美枝子
花　柳　衛　菊

マーサ三宅

八光亭　春　輔

本　間　祥　公
藤　間　勘紫恵

平成５年度（第４８回）芸術祭賞一覧

受　　　賞　　　者

杵　屋　巳太郎
塚　田　京　子

前　進　座

木山事務所
演　　劇

稲　垣　　　稔

（参考）　平成５年度（第９回）芸術作品賞受賞一覧

音　　楽

舞　　踊

演　　芸
花　柳　衛　彦

三遊亭　鳳　楽
宝　井　琴　嶺

早川恵美子・早川博子

松　賀　藤　雄
松　崎　すみ子

常磐津松尾太夫

新宿梁山泊

部　門

ドキュメンタリーの部

テレビ

勝　田　安　彦
野　村　耕　介
三　田　佳　子
音　楽　座

福　田　千栄子



受　　　賞　　　対　　　象
加藤健一事務所Vol.27「審判」の演技
帝劇１０月特別公演「唐人お吉」の演技
木山事務所プロデュース公演「百三十二番地の貸家」「落葉日記」の成果
劇団仲間公演「モモと時間どろぼう」の成果
イプセン・プロジェクト「エリーダ～海の夫人」の成果
遊◎機械／全自動シアター第１８回公演「ラ・ヴィータ～愛と死をみつめて」の成果
「木村玲子　二十絃箏リサイタル'94」の演奏
「島本弘子シャンソンリサイタル'94　秋」の成果
「関　定子ソプラノリサイタル」の成果
「野村峰山尺八リサイタル」の成果
ニューアーツ弦楽四重奏団「２０周年記念演奏会」の演奏
「岸辺百代・岸辺美千賀　第七回百千会」の成果
「旭　七彦の会」の成果
「市山七十世の会」における「うしろ面」の成果
内山時江現代舞踊公演「婉という女」というの成果
「藤間藤太郎の会」における一中節「道成寺」の振付・演技
真船さち子ダンスパフォーマンス・パートⅥ「唐人お吉の場合」の振付・演出
山口久美子ダンスリサイタル「in Ｃ」の演技
「春日井梅光　名調子への挑戦」の口演
「神田山裕ひとり会」の話芸
「染丸の会～上方噺はめものの世界」の成果
「しんたろうのまじっくNo.25」の成果
「水戸大神楽・柳貴家正楽の会」の成果

東海テレビ放送株式会社 東海テレビ開局３５周年記念　「二人の母」
日本放送協会 ＢＳサスペンス　「天上の青」
日本放送協会 「雪」
株式会社フジテレビション 金曜エンタテイメント　内舘牧子ドラマ　「てやんでえッ！！」
札幌テレビ放送株式会社 「赤い夕日　小沢征爾故郷の指揮台に立つ」
全国朝日放送株式会社 ネイチャリングスペシャル　「印度漂流」

株式会社新潟放送 カメラマンリポート　「いわな仙人」

日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　「ラジオ船　言論の自由号　－旧ユーゴ・戦乱の地の電波戦－」

九州朝日放送株式会社 「小さな森のレクイエム」
株式会社東京放送 ラジオ図書館　「明日の風」
日本放送協会 「沖縄方言論争　－昭和１５年そして今－」
山口放送株式会社 やまぐち’９４スペシャル　「弥生の潮騒がきこえる」

ビクターエンタテイメント株
式会社

現地録音による「椎葉の民謡」

有限会社ナミ・レコード 加藤元章　現代作品集Ⅰ　－夜は白と黒で－

ビクターエンタテイメント株
式会社

シェーンベルク　歌劇「モーセとアロン」

ポリドール株式会社 ２１世紀へのメッセージVol.1

一部（邦楽系音楽等）

レコード

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

ドラマの部
ラジオ

二部（洋楽系音楽等）

柳貴家　正　楽

旭　　　七　彦
市　山　七十世

百　千　会

林　家　染　丸

藤　間　藤太郎

平成６年度（第４９回）芸術祭賞一覧

受　　　賞　　　者

島　本　弘　子
関　　　定　子

遊◎機械／全自動シアター

演　　劇

木　村　玲　子

（参考）　平成６年度（第１０回）芸術作品賞受賞一覧

音　　楽

舞　　踊

演　　芸
藤　山　新太郎

春日井　梅　光
神　田　山　裕

内　山　時　江

真　船　さち子
山　口　久美子

野　村　峰　山

シアタープロジェクト・東京

部　門

ドキュメンタリーの部

テレビ

加　藤　健　一
佐久間　良　子
木山事務所
劇団仲間

ニューアーツ弦楽四重奏団



部　門 受　　　賞　　　対　　　象
大　賞 二兎社公演２２「パパのデモクラシー」の成果

第３回「千之丞の会」の成果
松竹百年記念公演「アマデウス」の成果
北海道版「わたしが子どもだったころ」の成果

新人賞 ミュージカル「ＹＥＳＴＥＲＤＡＹ　ＩＳ…ＨＥＲＥ」の演技
大　賞 「オペラコンチェルタンテ・シリーズ　ヒンデミットのオペラ３部作」の企画と成果

「川瀬白秋の会」の演奏
菅原淳パーカッションリサイタル「木と皮の鼓動を求めて…全委嘱作品」の企画と演奏
「前田はるみ・タンゴ・リサイタル」の成果
「米川裕枝箏・三弦リサイタル」の演奏

新人賞 「菅英三子ソプラノ・リサイタル」の成果
大　賞

第５回「泉朱緒里リサイタル」の成果
第３回「花柳眞理子の会」における清元「北州」の演技
第２回「吉優の會」における義太夫「八雲猩々」の成果
新作バレエ公演NO.9における「The Scarlet Letter A 緋文字」の成果

新人賞 「山村若有子リサイタル」の成果
大　賞 第５回「出雲蓉舞夢の世界」の成果

「志げるとアコーデオンと童謡と」の成果
「民謡人生座公演」の成果
俳優が語る人情噺「朗読と語り」の成果
「鈴々舎馬桜独演会」の話芸

新人賞 「第５回出雲蓉舞夢の世界」及び「小林久子第２５回ドラマチック歌謡」における語り

関西テレビ放送株式会社 秋のドラマスペシャル　「風の迷走」
株式会社東京放送 月曜ドラマスペシャル　「父系の指」
日本放送協会 土曜ドラマ　放送７０周年記念番組　「大地の子」　第二部・流刑／第五部・兄妹
日本放送協会 土曜ドラマ　「百年の男」
関西テレビ放送株式会社 「さよならダックス先生　－阪神大震災を体験した教え子たち－」
長野放送株式会社 「讃歌　－瞬きの詩人・水野源三－」

日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　「戦後５０年その時日本は」　第４回　チッソ・水俣工場技術者たちの告白

日本放送協会 ＮＨＫスペシャル　「長崎　映像の証言　－よみがえる１１５枚のネガ－」
株式会社東京放送 ラジオ図書館スペシャル　「遙かなるズリ山」
日本放送協会 ＦＭシアター　「フォアグラと公僕」
日本放送協会 ＦＭシアター　「光柱」
株式会社毎日放送 ミュージック・ドキュメント　「くめどつきせぬ・川澄健一８２歳のフォルティッシモ」

日本コロムビア株式会社 堅田喜三久　「邦楽囃子大系」

ビクターエンタテインメント
株式会社

米川俊子の世界

ＢＭＧビクター株式会社 Ｊ・Ｓ・バッハ　「無伴奏チェロ組曲（全曲）」

ビクターエンタテインメント
株式会社

コダーイ　「無伴奏チェロ・ソナタ」

テレビ

二兎社
茂　山　千之丞
（株）松竹サンシャイン劇場
ＭＯＤＥ

音　　楽

米　川　裕　枝

鈴々舎　馬　桜

若　柳　吉　優

東京フィルハーモニー交響楽団

（参考）　平成７年度（第１１回）芸術作品賞受賞一覧

真弓田　一　夫

出　雲　　　蓉
近　藤　志げる

演　　芸 優秀賞

国　本　武　春

平成７年度（第５０回）芸術祭賞一覧

受　　　賞　　　者

川　瀬　白　秋
菅　原　　　淳

優秀賞

平　沢　　　智

演　　劇

優秀賞
前　田　はるみ

舞　　踊

（該当なし）

優秀賞

泉　　　朱緒里
花　柳　眞理子

ベラーム・ステージ・クリエイト
山　村　若有子

菅　　　英三子

一部（邦楽系音楽等）

二部（洋楽系音楽等）

レコード

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

ドラマの部

ドキュメンタリーの部

ラジオ

成　田　武　士




