
受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

大阪文学座 文楽「摂州合邦辻」

新生新派 新派「十三夜」

中村　吉右衛門 かぶき「近江源氏先陣館」の盛綱の演技

尾上　菊五郎 かぶき「仮名手本忠臣蔵」の勘平の演技

尾上　梅幸 かぶき「仮名手本忠臣蔵」の力弥の演技

中村　芝翫 かぶき「篭釣瓶花街酔醒」の八ツ橋の演技

安川　加寿子 ショパン「ピアノ協奏曲第１番」の演奏

四家　文子 シューベルト「魔王」ほかの独唱

伊藤　熹朔 オペラ「魔弾の射手」の装置

受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

清水映画社 「蜂の巣の子供達」

大映株式会社 「王将」

松本　幸四郎 かぶき「操三番叟」の翁の演技

藤間　政弥 常磐津「山姥」

茂山　千作 狂言「枕物語」の演技

加藤　道子 ＮＨＫ放送劇「魚紋」の演技

受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

新東宝株式会社 「野良犬」

松本　幸四郎 かぶき「積恋雪関扉」の関兵衛の演技

桐竹　紋十郎 文楽「先代萩」の政岡の演技

市川　海老蔵／大谷友右衛門 かぶき「生玉心中」のおさが・嘉平次の演技

田村　秋子 新劇「ママの貯金」のママの演技

豊竹山城少掾／鶴沢清六 文楽「芦屋道満大内鑑」の演奏

岡安　喜三郎 長唄「旅ゆけば」の作曲

内田　るり子 日本歌曲の独唱

石田　琹 ブラームス歌曲ほかの独唱

小牧　正英 バレエ「受難」の構成

幸　祥光 「江口」の小鼓の演奏

日本放送協会 ＮＨＫ放送劇「流木」
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受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

松竹株式会社 「帰郷」

清水　脩 ＮＨＫ「インド旋律による４楽章」の作曲

長　孝一郎 ＮＨＫ放送劇「秋祭り」の脚本

部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

芸術祭賞 滝沢　修 民芸「炎の人」のゴッホの演技

俳優座 児童劇「はだかの皇帝」

北条　秀司 新国劇「霧の音」

沢村　●升 かぶき「近江源氏先陣館」

信　欣三 俳優座「夜の訪問者」

宮内　順子 文学座「崑崙山の人々」

映画 芸術祭賞 松竹株式会社 「麦秋」

音楽 芸術祭賞 ＮＨＫ清元「十三夜」の作詞作曲演奏者一同

芸術祭賞 貝谷　八百子バレエ団 「シンデレラ」

青山圭男／若柳登舞踊研究所 「芙蓉双影」

江口・宮舞踊団 「プロメテの火」

大衆芸能 芸術祭賞 徳川　夢声 新講談「風車」の話芸

放送 芸術祭奨励賞 ＮＨＫオペレッタ「宝石と粉挽娘」の作詞・作曲・演奏・効果一同

部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

尾上　松緑 「若き日の信長」の平手政秀・「恋湊博多諷」の毛剃九右衛門の演技

北川　勇 文学座「竜を撫でた男」の装置

映画 芸術祭賞 東宝株式会社 「生きる」

芸術祭賞 松平　頼則 「ピアノと管弦楽のための主題と変奏」の作曲

芸術祭奨励賞 芳村　伊十郎 ＮＨＫ「椽の木」の作詞・作曲・演奏

芸術祭賞 小牧バレエ団 「眠れる森の美女」

藤間　節子 「赤いろうそくと人形」ほかの構成・作曲振付装置照明

武原　はん 「師宣」「巴」の演技

花柳　錦之輔 「遅日変」「沈鐘」の創作

芸術祭賞 橋岡　久太郎 「阿漕」のシテの演技

芸術祭奨励賞 近藤　乾三 「山姥」のシテの演技

日本放送協会 放送劇「ぼたもち」

新日本放送株式会社 音楽物語「イーハトーヴオ物語」

七尾　玲子 ＮＨＫ放送劇「時計」の演技

青木　文雄 ラジオ九州セミドキュメンタリードラマ「水郷柳河こそは我が生れの里」の企画構成

宇野　重吉 朝日放送劇「泥の中」の演技
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

劇団ぶどうの会 新劇「風浪」

中村　扇雀 かぶき「仮名手本忠臣蔵」の小夜の演技

中村　又三郎 かぶき「明治零年」の玉置伊之助の演技

大衆芸能 芸術祭賞 田辺　南竜 講談「名月若松城」の話芸

映画 芸術祭賞 松竹株式会社 「東京物語」

林　光 ラジオ東京「交響曲ト調」の作曲

諸井　誠 「オーケストラのためのコンポジション」の作曲

大木　正夫 ラジオ東京　交響的幻想曲「原爆の図によせて」の作曲

都　一春 ラジオ東京　一中節「花の段」の作曲

宮下　秀冽 ラジオ東京　筝主奏組曲「平家物語による幻想」の作曲

米川　敏子 ラジオ東京　筝曲「千鳥と遊ぶ智恵子」の作曲

芸術祭賞 井上八千代／井上佐多 「雪まろげ」「菊」「雨月」「桶取」の京舞の演技

芸術祭奨励賞 花柳　錦之輔 「流亡」「天草四郎」

芸術祭賞 桜間　弓川 「熊野」のシテの演技

芸術祭奨励賞 松本　謙三 「砧」「安宅」のワキの演技

芸術祭賞 山口　淳 ＮＨＫ放送劇「銅山」の演出

新日本放送株式会社 放送劇「花は満開」

北海道放送株式会社 音楽劇「ヌタック・カムシュペ」

深井　史郎 中部日本放送劇「源五郎雪女」の音楽

堀江　林之助 中部日本放送劇「源五郎雪女」の脚本

加藤　幸子 ＮＨＫ放送劇「底流」の演技

江口　高男 ＮＨＫ放送劇「底流」の効果

高橋　丈雄 「明治零年」

牧野　由多可 「ピアノ協奏曲」芸術祭作曲賞
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

新派「明日の幸福」関係者一同

嵐　芳三郎 前進座「寺小屋」の千代の演技

万代　峰子 演劇「東は東」のふくなの演技

文野　朋子 文学座「二号」の長女の演技

芸術祭賞 桂　文楽 落語「素人うなぎ」の話芸

芸術祭奨励賞 桂　三木助 落語「芝浜」の話芸

映画 芸術祭賞 松竹株式会社 「二十四の瞳」

中能島　欣一 筝曲「三つの断章」三弦「盤渉調」の作曲

清水　脩 オペラ「修善寺物語」の作曲

日本文化放送協会 ラジオのためのプレリュード「カノン・アリア・主題と変奏」

三善　晃 ＮＨＫ「ピアノと管弦楽のための協奏的交響楽曲」の作曲

石津　憲一 オペラ「ボリス・ゴドノフ」の歌唱と演技

中田　博之 ラジオ東京新邦楽「埴輪」の作曲

古川　太郎 ラジオ東京「四楽章より成る筝八重奏曲」の作曲

宮薗千之／宮薗千富 邦楽「鳥辺山」の演奏

豊竹つばめ太夫／野沢喜左衛門 文楽「近江源氏先陣館」の演奏

芸術祭賞 花柳　徳兵衛 群舞「慟哭」の構成

神崎　ひで 地唄舞「山姥」の演技

武原　はん 地唄舞「影法師」「葵の上」の演技

芸術祭賞 宝生　九郎／近藤　乾三 「満仲」の演技

芸術祭奨励賞 金剛　巌 「雪」のシテの演技

和田　精 新日本放送劇「カルメンシータ」の演劇

伊藤　信雄 ＮＨＫ放送劇「東の国にて」の演出

日本文化放送協会 放送劇「ボクシング」

ラジオ九州 放送劇「ボタ山」

岩渕　東洋男 ＮＨＫ放送劇「都会の底」の効果

定松　邦雄 ＮＨＫ放送劇「トンネル」の調整

日本コロムビア株式会社 お伽オペラ「ヘンゼルとグレーテル」の企画

日本ポリドール株式会社 音楽童話「ぶんぶく茶釜」の企画

内藤　幸政 「日本献上記」
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部　門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

芸術祭賞 宇野　重吉 民芸「西の国の人気者」のマホンの演技と統率力

中村　俊一 仲間「三人の紳士」の演出

京塚　昌子 新派「離れ猪」「太夫さん」の演技

実川　延二郎 かぶき「芙蓉露大内実記」の晴持の演技

大
衆
芸
能

芸術祭賞 藤間　藤子 常磐津「景清」の演技

映画 芸術祭賞 東宝株式会社 「夫婦善哉」

芸術祭賞 中能島　欣一 ＮＨＫ放送「筝と三絃のための組曲」の作曲

日本文化放送協会 雅楽組曲「秋」

日本放送協会ラジオ局 「立体放送のための具体音楽」

杵屋　栄二 文化放送長唄「楊貴妃」の作曲と演奏

義太夫因協会 「江戸名作選四種」ほかの企画と演奏

ラジオ東京 邦楽「風神雷神」ほかの企画

沖縄文化協会芸能部真境名由康ほか出演者一同 沖縄舞踊「かしかき」他

藤間　寿右衛門 七変化「遅桜手爾波七字」の企画と演出

藤田　大五郎 「井筒」「松風」の笛の演奏

森　茂好 「国柄」「楊貴妃」のワキの演技

芸術祭賞 日本放送協会テレビジョン局 テレビドラマ「追跡」

株式会社ラジオ九州 放送劇「南国滑稽譚兵六頑強る」

日本放送協会広島中央放送局 放送劇「軽便鉄道の消える日」

厳　金四郎 ＮＨＫ放送劇「「芦笛ものがたり」の太郎の演技

寺島　信子 ラジオ東京放送劇「何処にバラの花は咲く」の百合子の演技

久保田　幸男 ＮＨＫ立体放送劇「青い円柱」の調整

高根　宏浩／鈴木　雅博 日本テレビドラマ「狐と笛吹き」の衣裳考証

レコード 芸術祭奨励賞 日本ビクター株式会社 「森は生きている」の企画

韮山　圭介 「辺城の人」

端山　貢明 「ビオラ協奏曲」
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