
部門 受　　　賞　　　対　　　象

劇団俳小 劇団俳小公演「あの人は帰ってこなかった」の成果に対し

利光哲夫／賀原夏子 劇団ＮＬＴ＆シアター・グリーン提携公演　室内大西部劇「ササフラスの枝にそよぐ風」の演出に対し

北村　昌子 劇団昴第４回公演「タイタス・アンドロニカス」の演技に対し

新井　悦子 劇団文化座第５９回公演「荷車の歌」の演技に対し

大　賞 （２部） 渡辺　貞夫 「渡辺貞夫リサイタル」の成果に対し

舞踊集団　菊の会 舞踊集団菊の会公演「カッチャ行かねかこの道を」の成果に対し

宝井　琴鶴 「宝井琴鶴の会」の話芸に対し

松本　源之助 「江戸里神楽・松本源之助の会」の成果に対し

前田　勝之助 「いろもの’７６秋」における『浪曲ものまね』の演技に対し

三波　春夫 「三波春夫リサイタル」の成果に対し

宝塚歌劇団 「宝塚歌劇１１月花組公演」における『ノバ・ボサ・ノバ』の成果に対し

「ボンソワール・オッフェンバック」出演者一同 上月晃の小さな劇場Ⅱ「ボンソワール・オッフェンバック」の成果に対し

（外国映画の部） 日本ユナイテッド・アーチスツ映画会社 「トリュフォーの思春期」に対し

株式会社　エコー 「あれは　だれ・・・？」に対し

株式会社　日経映画社 「山雲濤声―東山魁夷唐招提寺障壁画の記録―」

日本シネセル株式会社 「真空の世界」に対し

コロムビア映画株式会社 「タクシー・ドライバー」に対し

インターナショナル・プロモーション株式会社 「トロイアの女」に対し

シネマ・インターナショナル・コーポレーション 「がんばれ！ベアーズ」に対し

杵屋　五三助 「杵屋五三助リサイタル」の演奏に対し

青木　鈴慕 「青木鈴慕尺八リサイタル」の演奏に対し

都　一いき 「邦楽三辰会演奏会」における一中節『小春髪結之段』の演奏に対し

藤井　千代賀 「第９回藤井千代賀演奏会」の演奏に対し

安蒜　博佳 「安蒜博佳演奏会」の演奏に対し

平尾　はるな 「平尾はるなピアノ演奏会」の演奏に対し

大阪テレマン協会 「協会音楽シリーズ・東京特別公演」の成果に対し

花柳　寿恵幸 「花柳寿恵幸舞踊公演・第６回倭の会」の振付・演技に対し

泉　徳右衛門 「泉徳右衛門リサイタル」の成果に対し

西川　扇蔵 「西川扇蔵舞踊発表会」における『重盛屏風』の振付に対し

山村　若佐紀 「上方舞山村若佐紀リサイタル」の演技に対し

横井　茂 「第１６回東京バレエ・グループ公演」の構成・演出に対し

若松美黄／津田郁子 「若松美黄・津田郁子自由ダンス公演」の成果に対し

平櫛安子／アンヌ・ヒラグシ 「平櫛安子・アンヌ・モダンダンス・カンパニー公演」の成果に対し

「三春会小会」における能『三井寺』の演技に対し

「萩大名」出演者一同 「和泉春秋狂言の会」の狂言『萩大名』の成果に対し

「遊行柳」出演者一同 「大槻清韻会定期会」の能『遊行柳』の成果に対し

（ドラマの部） 日本放送協会 「紅い花」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） 九州朝日放送株式会社 「日の丸と十字架」に対し

北海道放送　株式会社 「幻の町」に対し

日本教育テレビ　株式会社 「落日燃ゆ」に対し

日本放送協会 「友だち１００人できるかな」に対し

株式会社　新潟放送 「山古志のうた」に対し

株式会社　東京１２チャンネル 「日本の教育１９７６－少年は何を殺したか－」に対し

日本放送協会 「旅は道づれ」に対し

株式会社　文化放送 「白き舟をあたえよ」に対し

日本放送協会 「絆」に対し

福井放送　株式会社 「孤独の舞い」に対し

（ドキュメンタリーの部） 日本放送協会 「窓の中の風景」に対し

（ラジオ音楽の部） 日本放送協会 「天籟地響」（広瀬量平作曲）に対し

ビクター音楽産業株式会社 「ハンガリーのジプシー音楽～ジプシーの歌声～」に対し

日本フォノグラム株式会社 「胡弓－日本の擦弦楽器－」に対し

株式会社　東芝イー・エム・アイ 「神々の音楽」に対し

キングレコード株式会社 「マヤの音楽をたずねて～ラカンドンの森のうた～」に対し

日本コロムビア株式会社 「安倍圭子・マリンバの真髄」に対し

株式会社シービーエス・ソニー 「天台真盛宗声明・秘密伝法灌頂会」に対し

ビクター音楽産業株式会社 「エネスコ・歌劇『オディプス』」に対し

株式会社　東芝イー･エム・アイ 「ベルリーニ・歌劇『カプレーティとモンテッキ』全曲」に対し

アール・ブィ・シー株式会社 「月に憑かれたピエロ／クレオ・レーン」に対し

日本コロムビア株式会社 「オネゲル／クローデル　劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』」に対し

日本フォノグラム株式会社 「ヴィヴァルディ・オラトリオ『勝利のユディータ』」に対し

テイチク株式会社 「モーツァルト　歌劇『ルーチョ・シッラ』ＫＶ１３５全曲」に対し
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部門 受　　　賞　　　対　　　象

大　賞 東宝株式会社 帝劇１０月特別公演「愛染め高尾」の成果に対し

曾我廼家　鶴蝶 東宝現代劇特別公演「女の遺産」の演技に対し

鳳　八千代 劇団すばる第８回公演「時おりヴァイオリンが・・・」の演技に対し

関矢　幸雄 劇団風の子公演「ぼくらのロングマーチ」の演出に対し

高田　一郎 劇団仲間公演「ゴヤ　理性の眠りは怪物を生む」の美術に対し

竹本　朝重 「第１６回二代目竹本朝重リサイタル」の成果に対し

東京演芸協会 「いろもの’７７秋」の企画と成果に対し

田辺　南州 田辺南州独演会における「落城の譜」の話芸に対し

三遊亭　円楽 第２９６回三越落語会における「藪入り」の話芸に対し

劇団四季 ミュージカル「ウェストサイド物語」の成果に対し

宝塚歌劇団 宝塚歌劇雪組公演における「ザ・レビュー」の成果に対し

菅原　洋一 「第１１回菅原洋一リサイタル」の成果に対し

（日本記録映画・動画の部） 株式会社　桜映画社 「伊勢型紙」に対し

（外国映画の部） 株式会社　フランス映画社 「白夜」に対し

株式会社　川本喜八郎プロダクション 「道成寺」に対し

株式会社　エコー 「ちからばし」に対し

株式会社　マツオカプロダクション 「最上川のうた―歴史と文化―」に対し

日本中央競馬会／株式会社中日映画社 「セントウルへの道」に対し

ワーナー・ブラザーズ株式会社 「ボビー・デアフィールド」に対し

有限会社シネマ・インター／ナショナル・コーポレーション 「ラスト・タイクーン」に対し

東宝東和株式会社／松竹株式会社 「少年と海」に対し

大　賞 福原　百之助 「第３回福原百之助　笛の会」の成果に対し

沢井　忠夫 「沢井忠夫　尺八との出会い」の成果に対し

鶴賀加賀八太夫 「新内　鶴賀加賀八太夫リサイタル」の演奏に対し

西潟　美勢 「西潟美勢筝曲演奏会」の演奏に対し

山勢　松韻 「山勢松韻演奏会」の演奏に対し

日本合唱協会 第４１回日唱定期演奏会「鼠たちの伝説」の成果に対し

荒瀬　順子 「荒瀬順子マリンバリサイタル」の演奏に対し

有賀　誠門 「有賀誠門ティンパニー演奏会」の演奏に対し

大　賞 森下洋子／清水哲太郎 松山バレエ団特別公演「ジゼル」の演技に対し

西川　扇蔵 第１０回西川扇蔵舞踊発表会における「法然と阿修羅」の振付・演技に対し

山村　若佐紀 「上方舞　山村若佐紀リサイタル」の成果に対し

泉　徳右衛門 「泉　徳右衛門リサイタル」の成果に対し

花ノ本　寿 「花ノ本寿　舞の会」の成果に対し

小沢　輝佐子 小沢輝佐子舞踊団公演「ヤイレスポ」の構成演出に対し

正田　千鶴 第１１回正田千鶴舞踊公演「天の湖」の成果に対し

大　賞 野村　万作 「狂言・釣狐を観る会」の演技に対し

関根　祥六 第５回桃々会における能「松風」の演技に対し

喜多　長世 喜多１０月例会における能「猩々乱」の演技に対し

毎日新聞社 「幽玄の薪能」の企画と成果に対し

（ドラマの部） 日本放送協会 「男たちの旅路―シルバー・シート―」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） 日本放送協会 「埋もれた報告」に対し

全国朝日放送株式会社 「時間よ、とまれ」に対し

日本放送協会 「塚本次郎の夏」に対し

株式会社　毎日放送 「Ｋ２登頂～１０６日の群像～」に対し

日本テレビ放送網株式会社 「最後のエスキモー　～地球最北の村、一年の記録～」に対し

広島テレビ放送株式会社 「家路」に対し

ＲＫＢ毎日放送株式会社 「ドキュメンタリー　船匠」に対し

大　賞 ドラマ 日本放送協会 「海暮色」に対し

日本放送協会 「ちりりん　ちりりん」に対し

九州朝日放送株式会社 「失われた楽譜」に対し

株式会社　文化放送 「鬼界嶋」に対し

株式会社　毎日放送 「オー！ドンナ・サチコ―アマゾンに生きる―」に対し

日本放送協会 「オルガンのための〈律〉」（柴田南雄作曲）に対し

日本放送協会 「ピアノ協奏曲」（野田暉作曲）に対し

日本放送協会 「南風の詩　―二ライ・カナイ―」（高江州義寛作曲）に対し

ラジオ合唱曲の部 日本放送協会 混声合唱組曲の「海鳥の詩」（更科源蔵作詩・広瀬量平作曲）に対し

（国内盤の部） ビクター音楽産業株式会社 「台湾原住民族〈高砂族〉の音楽」に対し

（外国盤の部） キングレコード株式会社 Ａ．ベルク「弦楽四重奏曲作品３、弦楽四重奏のための抒情組曲」に対し

東芝ＥＭＩ株式会社 「萬歳をたずねて」に対し

キングレコード株式会社 「湯山昭　子どもの音楽とその領域」に対し

ＲＶＣ株式会社 「ブラームス／ヴァイオリン・ソナタ全集〈Ｆ．Ａ．Ｅソナタ全曲付〉」に対し

株式会社　佼成出版社 「佛陀③」に対し

東芝ＥＭＩ株式会社 ロッシーニ「歌劇ウィリアム・テル（全曲）」に対し

株式会社　ＣＢＳ・ソニー シャラルパンティエ「歌劇　ルイーズ（全曲）」に対し

ＲＶＣ株式会社 「アルゼンチン・フォルクローレの歴史」に対し

株式会社　ＣＶＳ・ソニー 「シェーンベルク：浄夜＆ベルク：抒情組曲」に対し
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部門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

大　賞 東宝株式会社 東宝現代劇特別公演「喜劇　隣人戦争」の企画と成果に対し

劇団民芸 劇団民芸公演「山脈（やまなみ）」の成果に対し

藤野　節子 劇団四季創立２５周年記念公演「ひばり（雲雀）」の演技に対し

中村　勘九郎 十月錦秋花形歌舞伎の「四変化　弥生の花浅草祭」の演技に対し

初井　言榮 劇団青年座第６９回公演「謀殺～二上山鎮魂～」の演技に対し

佐々木　愛 文化座６３回公演「サンダカン八番娼館」の演技に対し

大　賞 若山　富三郎 コマ・グランド喜劇「歌舞伎模様　天保六花撰」の演技に対し

田谷　力三 第３４４回三越名人会における「浅草オペラ」の成果に対し

太神楽曲芸協会 「太神楽～その芸の魅力～」の成果に対し

橘家　円蔵 橘家円蔵を聞く会の落語「子別れ　下」「素人うなぎ」の話芸に対し

東宝株式会社 東宝ミュージカル帝劇特別公演「屋根の上のヴァイオリン弾き」の成果に対し

松竹歌劇団 松竹歌劇団創立５０周年記念「第４３回秋の踊り」の成果に対し

野口　五郎 「野口五郎特別リサイタル」の成果に対し

（日本記録映画・動画の部） 株式会社岩波映画製作所 「絵図に偲ぶ江戸のくらし～吉左衛門さんと町の人々～」に対し

（外国映画の部） 東宝東和株式会社／株式会社　フランス映画社 「家族の肖像」に対し

株式会社　東京中央プロダクション 「野ばら」に対し

株式会社アール・ケー・ビー映画社／株式会社西広 「ハスの実の夏」に対し

美術映画製作協会 「京舞～四世　井上八千代～」に対し

日本海映画株式会社 「ピロスマニ」に対し

株式会社　フランス映画社 「歌う女・歌わない女」に対し

日本ユナイテッド・アーチスツ映画会社 「帰郷」に対し

青木　鈴慕 「青木鈴慕尺八リサイタル」の演奏に対し

東京混声合唱団 「東京混声合唱団第７８回定期演奏会」の企画と成果に対し

米川　敏子 「米川敏子リサイタル」の演奏に対し

常磐津文字兵衛 「第５回常磐津文字兵衛研究会」の成果に対し

菊棚　月清 「上方地歌の夕べ」の演奏に対し

橋本　英二 「橋本英二チェンバロ演奏会」の成果に対し

三戸泰雄弦楽四重奏団 「三戸泰雄弦楽四重奏団第７回

岡田知之打楽器合唱団 「岡田知之打楽器合奏団第５回演奏会」の演奏に対し

大　賞 小林　紀子 第７回小林紀子バレエ・シアター公演「眠れる森の美女」の演技に対し

花柳　寿恵幸 花柳寿恵幸舞踊公演「第７回倭の会」の成果に対し

泉　徳右衛門 「泉　徳右衛門リサイタル」における『おどけ菩薩』の振付・演技に対し

花柳舞踊研究会 第４２回花柳舞踊研究会公演「孤宴」の成果に対し

横井　茂 第１８回東京バレエ・グループ公演「白炎」の作・演出に対し

小沢　輝佐子 小沢輝佐子舞踊団公演「チノミシリ（我ら祈る山）」の成果に対し

茂山　忠三郎／大蔵　彌太郎 大蔵会銀座の狂言における「空腕」の演技に対し

玉華会 「第六回玉華会」の企画と成果に対し

（ドラマの部） 日本放送協会 「天城越え」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） 日本テレビ放送網株式会社 「子供たちは七つの海を越えた～サンダース・ホーム母と子の記録～」に対し

中部日本放送株式会社 「こぎとゆかり」に対し

南海放送株式会社 「わが兄はホトトギス」に対し

日本放送協会 「極楽家族」に対し

日本放送協会 「アマゾンの大逆流・ポロロッカ」に対し

アール・ケー・ビー毎日放送株式会社 「草の上の舞踏」に対し

関西テレビ放送株式会社 「足跡～ある日本人ペルー移民の記録～」に対し

株式会社　毎日放送 「植村直己　北極点を越えて４０００キロ　孤独の１６５日」に対し

日本放送協会 「海鳴り」に対し

文化放送 「北のオラトリオ」に対し

日本放送協会 「鳥の四季～井伏鱒二『屋根の上のサワン』より～」に対し

ドキュメンタリー 日本放送協会 「妻たちの戦後～国立療養所箱根病院西病棟～」に対し

日本放送協会 「管弦楽のための協奏曲」〈間宮芳生作曲）に対し

日本放送協会 「現代鈴慕」（山本邦山・山口五郎作曲）に対し

日本放送協会 「バイオリン協奏曲“失われた響・Ⅲ”」（石井真木作曲）に対し

株式会社東京放送 男声合唱組曲「隠岐四景」（堀悦子作曲）に対し

日本放送協会 混声合唱組曲「内なる遠さ」（高田三郎作曲）に対し

株式会社　毎日放送 合唱曲「小さな果樹園」（中田喜直作曲）に対し

（国内盤の部） 株式会社　ＣＢＳ・ソニー 「口唱歌大系・日本の楽器のソルミゼーション」に対し

（外国盤の部） 東芝ＥＭＩ株式会社 ベートーヴェン「歌劇　レオノーレ（全曲）」に対し

ビクター音楽産業株式会社 「柴田南雄の音楽」に対し

日本フォノグラム株式会社 「ジャワのガムラン～ジョクジャカルタの音のバティック～」に対し

テイチク株式会社 「平井澄子・うたとかたり」に対し

トリオ株式会社 「和波孝禧／法人バイオリン作品集」に対し

（外国盤の部） ビクター音楽産業株式会社 ショスタコーヴィチ「歌劇　鼻」に対し

日本コロムビア株式会社 ドビュッシー「ピエール・ルイス“ビリチスの歌”集成」に対し

日本フォノグラム株式会社 「ヘルマン・プライの新ウィーン楽派歌曲集」に対し
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部門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象
大　賞 森　光子／芦屋　雁之助 東宝現代劇特別公演「おもろい女」の演技に対し

松竹株式会社 十月大歌舞伎「米百俵」の成果に対し

劇団青年座 劇団青年座第７３回公演「ブンナよ、木からおりてこい」の成果に対し

市川　猿之助 通し狂言「奥州安達原」の企画と演出に対し

貫　恒実 劇団手織座公演「喜劇　愛しきは」の演出に対し

大　賞 松本　英彦 「松本英彦音楽生活３５周年記念リサイタル」の演奏に対し

大阪若手漫才集団笑の会 大阪若手漫才集団「笑の会」の成果に対し

江戸家　猫八 「江戸家猫八独演会」の口演に対し

金沢　明子 「北国の青春／金沢明子」の演唱に対し

杉　良太郎 「杉良太郎１０月特別公演」の演技に対し

人形町寄席 「人形町寄席」の成果に対し

東宝株式会社 東宝ミュージカル特別公演「ラ・マンチャの男」の成果に対し

劇団四季 ミュージカル「コーラスライン」のダンス・アンサンブルに対し

大　賞 （外国映画の部） 株式会社　フランス映画社 「旅芸人の記録」に対し

東京シネ・ビデオ株式会社 「みんなで生きるために」に対し

株式会社　英映画社 「彫漆～音丸耕堂のわざ～」に対し

株式会社電通・電通映画社／株式会社エコー社 「りすのパナシ」に対し

インターナショナル・プロモーション株式会社 「悲愁」に対し

日本ユナイテッド・アーチスッ映画会社 「マンハッタン」に対し

東宝東和株式会社 「女の叫び」に対し

福原　百之助 「第４回福原百之助笛の会」の成果に対し

常磐津文字兵衛 「第６回常磐津文字兵衛研究会」の成果に対し

照喜名　朝一 「琉球古典音楽独唱会」の演奏に対し

矢崎　明子 「矢崎明子地歌三絃リサイタル」の演奏に対し

鳥羽屋　里長 「長唄　鳥羽屋里長の会」の成果に対し

菊地　悌子 「菊地悌子十七絃筝によるリサイタル」の演奏に対し

沢井　一恵 「沢井一恵十七絃リサイタル」の演奏に対し

中島　靖子 「中島靖子十七絃リサイタル」の演奏に対し

芳志戸　幹雄 「芳志戸幹雄ギター・リサイタル」の演奏に対し

石川　静 「石川静ヴァイオリンリサイタル」の演奏に対し

花ノ本　寿 「第７回花ノ本寿舞の会」における『一奏現在道成寺』の振付・演技に対し

藤蔭　静枝 「藤蔭静枝舞踊リサイタル」における『禰須美の草子』の振付に対し

西川　扇蔵 「第１１回西川扇蔵舞踊発表会」における『露地の雪』の演技に対し

横井　茂 第１９回東京バレエ・グループ公演「昭和二十年　夏」の作・演出に対し

下田　栄子 下田栄子舞踊公演「はなれ瞽女おりん」の演技に対し

柳下　規夫／加藤　よう子 文芸坐＋柳下規夫モダンバレエグループ提携公演「●山節考」の演技に対し

若松　美黄／津田　郁子 若松美黄・津田郁子自由ダンス公演「暗黒から光へ」の振付に対し

佐藤　桂子 「佐藤桂子スペイン舞踊公演」における『暗い鳩』の演技に対し

梅若景英能の会 「梅若景英能の会」における『谷行』の企画と成果に対し

和泉　元秀 「第３１回銀座狂言会」における『繩綯』の演技に対し

（ドラマの部） 朝日放送株式会社 「葉蔭の露」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） 山口放送株式会社 「聞こえるよ母さんの声が・・・～原爆の子・百合子～」に対し

日本放送協会 「親切」に対し

日本放送協会 「あめりか物語（第３話）」に対し

全国朝日放送株式会社 「戦後最大の誘拐　吉展ちゃん事件」に対し

日本テレビ放送網株式会社 「故郷は戦火のなかに」に対し

株式会社　熊本放送 「ハイヤはハエじゃ」に対し

関西テレビ放送株式会社 「１年１組」に対し

日本放送協会 「三人家族」に対し

日本放送協会 「海を渡る老人たち」に対し

株式会社　文化放送 「メナム川」に対し

（ドキュメンタリーの部） 日本放送協会 「霧の中から歌が聞こえる～老人性痴呆症への挑戦～」に対し

日本放送協会 「蒼空の響」（宮下秀冽作曲）に対し

日本放送協会 「篠笛と琵琶のための詩曲」（松村禎三作曲）に対し

日本放送協会 「管弦楽のための彩響」（下山一二三作曲）に対し

大　賞 （国内盤の部） 東芝イーエムアイ株式会社 「長谷論義～真言宗豊山派伝法大会～」に対し

ビクター音楽産業株式会社 「アリランの世界」に対し

株式会社シービーエス・ソニー 「筑前琵琶・琵吟　山崎旭萃集」に対し

有限会社　カメラータトウキョウ 「吉原すみれ打楽器の世界」に対し

有限会社　カメラータトウキョウ 野坂恵子・三木稔「二十絃筝の世界」に対し

日本フォノグラム株式会社 ハイドン・歌劇「月の世界」に対し

アール・ブィ・シー株式会社 「カトレーンⅡ／タッシ　プレイズ武満」に対し

株式会社シービーエス・ソニー 「バッハ一族の教会音楽」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 「フォーレ／室内楽曲全集」に対し

ポリドール株式会社 「１８世紀フランスの室内楽」に対し

優秀賞
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部門 受　　　賞　　　対　　　象

大　賞 劇団青年座 劇団青年座第７８回公演「五人の作家による連続公演」の企画・製作に対し

中村　富十郎 十月大歌舞伎における「船弁慶」の演技に対し

浅利　香津代 前進座現代劇場「釈迦内柩唄」の演技に対し

劇団四季 「エレファント・マン」の舞台成果に対し

辻村　ジュサブロー 人形芝居「海神別荘」の美術に対し

仲代達矢と無名塾 「ソルネス」の舞台成果に対し

劇団文芸 劇団文芸創立１０周年記念公演「峯の雪」の舞台成果に対し

（１部） 人形劇団プーク 怪談噺「牡丹燈籠」における林家正蔵の話芸と人形のアンサンブルに対し

（２部） 長嶺　ヤス子 「長嶺ヤス子の『娘道成寺』」の成果に対し

横山やすし　・　西川きよし 花王名人劇場第２４回公演「やすし・きよしの漫才独演会」における振付・演技に対し

芸協若手五人衆 「芸協若手五人衆」の話芸の成果に対し

関敬六劇団 関敬六劇団第１２回特別公演「喜劇　浅草片想い」の成果に対し

五月　一朗 「浪曲　五月一朗独演会」の口演に対し

早野　凡平 「いろもの’８０　秋」における『ボードビル』の演技に対し

竹本　朝重 「第１９回二代目竹本朝重　里さいたる」の成果に対し

春風亭　栄橋 「春風亭栄橋の会」の成果に対し

デューク・エイセス 「ザ・ベスト・オブ・デューク・エイセス　２５周年リサイタル」の成果に対し

松竹歌劇団 「松竹歌劇秋の特別公演」における『第４５回秋の踊り』の成果に対し

桜田　淳子 ミュージカル「アニーよ銃をとれ」における演技に対し

（日本記録映画・動画の部）東京シネ・ビデオ株式会社 「バングラデシュの大地に」に対し

（外国映画の部） 日本ヘラルド映画株式会社 「大理石の男」に対し

株式会社岩波映画製作所 「ニホンザル母の愛―モズの子育て日記―」に対し

株式会社大和映画社 「白い風土―青森の冬―」に対し

株式会社講談社／株式会社英映画社 「東京―大江戸の春」に対し

川本喜八郎プロダクション 人形アニメーション「火宅―能『求塚』より―」に対し

日本海映画株式会社 「機械じかけのピアノのための未完成の戯曲」に対し

株式会社アーサー・デービス・オーガニゼーショ「ある結婚の風景」に対し

東宝東和株式会社 「ルードウィヒ―神々の黄昏―」に対し

日本ヘラルド映画株式会社 「テス」に対し

青木　鈴慕 「青木鈴慕尺八リサイタル」の成果に対し

菊地　悌子 「第３回菊地悌子十七絃筝によるリサイタル」の企画と成果に対し

山勢　松韻 「山勢松韻演奏会」の企画と成果に対し

藤井　千代賀 「第１２回藤井千代賀演奏会」の演奏に対し

高橋　美智子 「高橋美智子マリンバリサイタル」の演奏に対し

増永　弘昭 「増永弘昭フルート・リサイタル」の成果に対し

杵屋　和四蔵 「第５回杵屋和四蔵　古典研究の会」の成果に対し

三橋　貴風 「三橋貴風第１回尺八リサイタル」の演奏に対し

常磐津　東蔵 「第３回常磐津東蔵作品発表会」における新作『奇妙なひげ』の成果に対し

鳥居　名美野 「第５回鳥居名美野筝曲演奏会」の演奏に対し

大　賞 清水　哲太郎 松山バレエ団秋季特別公演「ロミオとジュリエット」の演出に対し

竹屋　啓子
竹屋啓子ダンス・アルバムＮＯ．３「ＴＨＥ　ＷＯＭＡＮ―すべり落ちた時間たち―」の演
技に対し

西川　扇蔵 「第１２回西川扇蔵舞踊発表会」における振付・演技に対し

泉　徳右衛門 「泉徳右衛門リサイタル」における『外記節三題』の演技に対し

（ドラマの部） 日本テレビ放送網株式会社 「ああ！この愛なくば」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） アール・ケー・ビー毎日放送株式会社 「鳳仙花―近く遙かな歌声―」に対し

中部日本放送株式会社 「晴れた日に」に対し

北海道放送株式会社 「あかねの空」に対し

日本放送協会 「夏の光に・・・」に対し

日本テレビ放送網株式会社 「生と死に賭けた３６時間！これがチョモランマだ」に対し

日本放送協会 「シルクロード（第５集）―桜蘭王国を掘る―」に対し

山口放送株式会社 「山口のヒロシマ」に対し

日本放送協会 「再会―３５年目の大陸行―」に対し

朝日放送株式会社 「ＴＯＫＩＯの夏―循環器病センターの報告―」に対し

大　賞 ドラマ 日本放送協会 「昭和１５年　まぼろしの東京オリンピック」に対し

株式会社毎日放送 「じろはったん」に対し

長崎放送株式会社 「“暁に祈る”裁判」に対し

株式会社ニッポン放送 「或るマリアの物語―殉教・蝦夷切支丹―」に対し

日本放送協会 弦楽四重奏曲「いのちみな調和の海より」（間宮芳生作曲）に対し

日本放送協会 音響詩「熊野補陀落」（石井真木作曲）に対し

日本放送協会 「リラ」（佐藤聰明作曲）に対し

ラジオ合唱曲の部 日本放送協会 「木のうた―混声合唱とピアノのために―」（詩・木島始、作曲・林光）に対し

株式会社シービーエス・ソニー ベートーヴェン「チェロ・ソナタ全集」に対し

テイチク株式会社 「古典本曲の集大成者・神如道の尺八」に対し

キングレコード株式会社 打楽器合奏五部作「天地聲聞」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 「バンブー／ジョン・海山・ネプチューン」に対し

日本フォノグラム株式会社 「佐藤豊彦リュート・リサイタル」に対し

キングレコード株式会社 「アルス・ブリタニカ」に対し

ポリドール株式会社 「武満徹／カトレーン、鳥は星の庭に降りる」に対し

ビクター音楽産業株式会社 グリンカ　歌劇「イワン・スサーニン〈全曲〉」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 ショスターコーヴィッチ　歌劇「ムツェンスク郡のマクベス夫人」に対し

（外国映画の部）

（日本記録映画・動画の部）

（ドラマの部）

（１部）

（外国盤の部）
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部門 受　　　賞　　　対　　　象

大　賞 東宝株式会社 帝国劇場開場７０周年記念公演「近松心中物語－それは恋」の成果に対し

日本橋三越劇場 日本橋三越劇場公演「ドリスとジョージ」の成果に対し

劇団手織座 劇団手織座第４４回公演「●山節考」の成果に対し

村田　正雄 東宝現代劇特別公演「新編・たぬき」における演技に対し

栗原　小巻 三越ロイヤル・シアター公演「ロミオとジュリエット」における演技に対し

北島　角子 一人芝居「島口説」の演技に対し

入船亭　扇橋 「扇橋落語会」の話芸に対し

江戸家　猫八 「第２回江戸家猫八独演会」の話芸に対し

お笑い競演会出演者一同 「お笑い競演会」の成果に対し

東宝株式会社 「東宝歌舞伎１０月錦秋特別公演」における『男の花道』の成果に対し

三越ロイヤル・シアター 「第３３１回三越落語会」の成果に対し

一龍斎　貞心 「第５回一龍斎貞心の会」の企画と口演に対し

幸田　弘子 幸田弘子の会「ふたりの女」の話芸に対し

朝丘　雪路 「第３回深水会」の成果に対し

宝塚歌劇団 宝塚歌劇星組公演「海鳴りにもののふの詩が／クレッシェンド！」の成果に対し

草笛光子とそのスタッフ一同 「光の彼方に　ＯＮＬＹ　ＯＮＥ」の成果に対し

菅原　やすのり シルバーエイジのためのコンサート「銀色の人生に歌を」の成果に対し

（日本記録映画・動画の部） 池田プロダクション 「漆器づくりの要具－手仕事の世界」に対し

（外国映画の部） 株式会社フランス映画社 「アレクサンダー大王」に対し

株式会社岩波映画製作所 「歌舞伎の魅力　舞台」に対し

株式会社イオス／株式会社斉美社 「甦える鉄剣」に対し

株式会社桜映画社 「芭蕉布を織る女たち―連帯の手わざ―」に対し

東映株式会社 「モスクワは涙を信じない」に対し

東宝東和株式会社 「秋のソナタ」に対し

日本ヘラルド映画株式会社 「約束の土地」に対し

大　賞 藤井　久仁江 「藤井久仁江筝曲地歌演奏会」の演奏に対し

橋本　英二 「橋本英二チェンバロ独奏会」の演奏に対し

山勢　松韻 「山勢松韻演奏会」の成果に対し

中村　邦子 「中村邦子日本歌曲リサイタル」の成果に対し

常磐津文字兵衛 「第７回常磐津文字兵衛研究会」の成果に対し

佐藤　征一郎 「佐藤征一郎バス独唱会」の成果に対し

川瀬　白秋 「川瀬白秋の会」の演奏に対し

川瀬　順輔 「川瀬順輔尺八独演会」の成果に対し

井藤　麗山 「井藤麗山第５回尺八リサイタル」の成果に対し

猿若　吉代 「猿若吉代リサイタル」の演技に対し

下田　栄子 下田栄子舞踊公演「雁の寺」の演技に対し

若松　美黄　・　津田　郁子 若松美黄・津田郁子自由ダンス公演「ジーキル博士とハイド氏の寓話」の演出に対し

藤間　蘭景 「第７回蘭景の会」の演技に対し

平櫛安子、アンヌ・ヒラグシ、モダンダンス・カンパニー公演「輪廻」の成果に対し

藤間　勘紫乃 「藤間勘紫乃舞踊会」の演技に対し

大　賞 「茂山忠三郎・狂言の会」における『素袍落』の成果に対し

関根　祥六 「関根祥六独立２５周年記念能」における『三輪―白式神神楽』の演技に対し

和泉　元秀 「和泉元秀舞台４０年・三宅藤九郎傘寿祝賀記念狂言会」における『枕物狂』の演技に対し

（ドラマの部） 日本放送協会 「川の流れはバイオリンの音」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） 南海放送株式会社 「父から子への歌声」に対し

日本放送協会 「男子の本懐」に対し

関西テレビ放送株式会社 「きりぎりす」に対し

株式会社東京放送 「隣の女―現代西鶴物語―」に対し

アール・ケー・ビー毎日放送株式会社 「絵描きと戦争」に対し

中京テレビ放送株式会社 「さまよえる難民―新生ベトナムの事情―」に対し

日本放送協会 「米ソ艦艇・謎のＵターン―日本海はえ繩切断事件―」に対し

日本放送協会 「旅立とう、いま―こずえさん２０歳の青春―」に対し

九州朝日放送株式会社 「節劇人生きょうも行く」に対し

北海道放送株式会社 「『第九』を歌った町―北海道・清水町―」に対し

ドラマ 青森放送株式会社 「歌が呼んだ歌」に対し

ラジオ合唱曲の部 日本放送協会 「オンゴー・オーニ　―合唱のためのコンポジション第１０番―」（作曲・間宮芳生）に対し

日本放送協会 「流れて遠き」に対し

株式会社東京放送 「洞爺丸はなぜ沈んだか」に対し

信越放送株式会社 「朔風渡り来て」に対し

株式会社毎日放送 「はるかなるゴールライン―フットボールにかけた青春」に対し

日本放送協会 「空間の記憶　１９８１－ピアノとオーケストラのための―」（一柳慧作曲）に対し

日本放送協会 「響の宴」（宮下伸作曲）に対し

日本放送協会 「川よ　とわに美しく」（作詩・米田栄作、作曲・三枝成章）

静岡放送株式会社 田植草紙より「三色草子」（作曲・間宮芳生）に対し

日本放送協会 中部地方の祭事による「花之伝言」（作詩・中村千栄子、作曲・石井歓）に対し

大　賞 （国内盤の部） ビクター音楽産業株式会社 「松村禎三の音楽」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 「継山流筝組歌―八橋十三組と秘曲」に対し

日本コロムビア株式会社 「沢井忠夫筝の軌跡」に対し

有限会社カメラータ・トウキョウ 「菊地悌子／十七絃筝の世界」に対し

株式会社シービーエス・ソニー モンテヴェルディ　歌劇「ウリッセの帰郷（ユリシーズ）」に対し

日本フォノグラム株式会社 エリー・アーメリング「ハイドン／歌曲全集」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 イヴ・デュテイユ「光の中の子供たち」に対し

日本コロムビア株式会社 スメタナ連作交響詩「わが祖国」に対し

平櫛安子／アンヌ・ヒラグシ／モダンダンス・カンパニー

レ
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ー
ド

（２部）

（外国映画の部）

優秀賞

茂山千五郎／善竹圭五郎／大蔵弥太郎

舞
踊

優秀賞

優秀賞
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部門 受　　　賞　　　対　　　象

大　賞 劇団文化座 劇団文化座公演７２「越後つついし親不知」の成果に対し

市川　猿之助 市川猿之助十月大歌舞伎「新装鏡山再岩藤」の演出・演技に対し

三越ロイヤル・シアター 三越ロイヤル・シアター１０月公演「嘆きのテレーズ」の成果に対し

劇団俳優座 劇団俳優座第１６０回公演「波－わが愛」の成果に対し

尾上　菊五郎 十月大歌舞伎「都鳥廓白浪」の花子の演技に対し

大橋　也寸 演劇集団円公演「プラトーノフ－牝鶏が鳴くにゃわけがある－」の演出に対し

劇団　櫂 劇団櫂第１４回公演「黒念仏殺人事件」の成果に対し

孫福　剛久 ＭＡＧ＋田中明夫＋ル・ピリエ提携公演「タイピスト」「虎」の舞台装置に対し

（１部） 坂野　比呂志 「坂野比呂志の総て」の成果に対し

（２部） 宝塚歌劇団 宝塚歌劇団花組公演「夜明けの序曲」の成果に対し

藤城　清治 藤代清治影絵劇の夕べ「光と影　美しい感動」の成果に対し

神田　伯龍 「神田伯龍・一龍斎貞山二人会」における『小猿七之助』の話芸に対し

三波　春夫 「歌謡生活２５周年記念三波春夫リサイタル　放浪芸の天地」の成果に対し

佐々木　基晴 「民謡生活５０年　佐々木基晴リサイタル」の成果に対し

澤　　孝子 「浪花ぶし　澤孝子挑む会」における『ぢいさんばあさん』の口演に対し

春風亭　柳昇 「春風亭柳昇独演会」の口演に対し

雪村　いづみ オフ・ブロードウェイ・ミュージカル「旅立て女たち」の企画・演唱に対し

川田　公子 「川田公子たいこ・タイコ・太鼓第２回リサイタル」の成果に対し

いずみたく／石岡三郎／祖父江一男／下村順久 ミュージカル「洪水の前」の企画・制作に対し

（日本記録映画・動画の部） 株式会社桜映画社／株式会社エコー 「おこんじょうるり」に対し

（外国映画の部） 株式会社　フランス映画者 「エボリ」に対し

株式会社　岩波映画製作所 「越後上布」に対し

株式会社　岩波映画製作所 「歌舞伎の魅力　菅丞相・片岡仁左衛門－義太夫狂言の演技－」に対し

株式会社　斉美社／株式会社　新日本映像 「甦る村の仏」に対し

株式会社　グループ時代 「相馬野馬追」に対し

エキプ・ド・シネマ／東宝東和株式会社 「恋の浮島」に対し

２０世紀フォックス映画会社 「炎のランナー」に対し

東映ユニバースフィルム株式会社 「隣の女」に対し

山口　五郎 「第４回山口五郎尺八演奏会」の演奏に対し

小林　健次／一柳　慧 「小林健次＋一柳慧デュオ・リサイタル－５」の成果に対し

米川　敏子 「米川敏子リサイタル」の演奏に対し

山勢　松韻 「山勢松韻演奏会」の成果に対し

鳥居　名美野 「第７回鳥居名美野筝曲演奏会」の演奏に対し

高野　喜長 「高野喜長作品演奏会」の成果に対し

加藤　恭二子 「第１２回加藤恭二子ソプラノリサイタル」の成果に対し

宇治　文彩 「彩の会」における一中節『道成寺』の演奏に対し

佐藤　太圭子 琉球舞踊「佐藤太圭子の会」の成果に対し

河野潤ダンスカンパニー 河野潤ダンスカンパニー公演「カルミナ・ブラーナ」のアンサンブルの成果に対し

大　賞 松本恵雄他出演者一同 「近藤乾三の会」における能『大原御幸』の成果に対し

「花子を観る会」における狂言『花子』の演技に対し

廣田　陛一 東京金剛会例会能における能「求塚」のシテの演技に対し

（ドラマの部） 関西テレビ放送株式会社 「リラックス－松原克己の日常生活－」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） 日本放送協会 「私は日本のスパイだった」に対し

日本放送協会 「ながらえば」に対し

株式会社　東京放送 「１２年間の嘘～乳と蜜の流れる地よ～」に対し

中部日本放送株式会社 「坂道」に対し

アール・ケー・ビー毎日放送株式会社 「ルイズ・その絆は」に対し

朝日放送株式会社 「ジャピンドⅡ－インドネシア残留日本兵１９８２年－」に対し

東海テレビ放送株式会社 「そして五人が戦死した－昭和１１年甲子園の勝利者たち－」に対し

日本放送協会 「農民兵士の声がきこえる」に対し

南海放送株式会社 「ドキュメント分岐点－１９８２・新居浜－」に対し

長崎放送株式会社 「雨に消えた２９９人」に対し

ドキュメンタリー 日本放送協会 「長崎集中豪雨・１１９番」に対し

ラジオ音楽の部〈合唱曲を含〉 日本放送協会 混声合唱・ピアノ・一対の笛のための「鳥の歌」（作詞　木島始、作曲　林光）に対し

株式会社　エフエム東京 「じんじん」に対し

静岡放送株式会社 「たまゆらの・・・老人の性」に対し

中部日本放送株式会社 ラジオエッセイ「ジュゴンのつぶやき」に対し

日本放送協会 「あたいは眼だ～曽野綾子『贈られた眼の記録』より～」に対し

日本放送協会 「風花無限」（作曲　宮下秀冽）に対し

日本放送協会 打楽器とオーケストラのための協奏曲「ブラック・イン・テンションＶ」（作曲　石井真木）に対し

南海放送株式会社 子供のための合唱組曲・３部合唱「どろんこのうた」（作詞　野村学園の子供達、作曲　池辺晋一郎）に対し

株式会社　文化放送 混声合唱組曲「動物たちのコラール」（原詩　Ｃ． Ｂ．デ．ガストルド、訳詞　宮沢邦子、作曲　萩原英彦）に対し

（国内盤の部） テイチク株式会社 「一中節古典名作選」に対し

（外国盤の部） ロンドンレコード株式会社 デュファイ「世俗音楽全集」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 「サバンナの音の世界」に対し

株式会社シービーエス・ソニー 「日本の現代管弦楽作品集〈尾高賞３０周年記念Ｎ響コンサート〉」に対し

ロンドンレコード株式会社 レオシュ・ヤナーチェク　歌劇「利口な女狐の物語」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 リヒァルト・シュトラウス　歌劇「アラベラ」に対し

（日本記録映画・動画の部

（国内盤の部）

優秀賞
野村万作／野村万之丞／野村又三郎

優秀賞

大　賞

（ドラマの部）
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楽
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部門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

大　賞 山田　五十鈴 １１月新派特別公演「太夫さん」の演技に対し

名古屋　章　／　有馬　稲子 三越劇場１１月公演「雨」の演技に対し

奈良岡　朋子 東宝現代劇特別公演「放浪記」の演技に対し

北村　和夫 文学座公演「オセロー」の演技に対し

草笛　光子 シアター・アプル１１月公演「シカゴ」の演技に対し

劇団東演 劇団東演公演「歌え！悲しみの深き淵より」の舞台成果に対し

（１部） 桂　三枝 創作落語の会・東京公演「落語現在派宣言Ⅲ」の口演に対し

（２部） 雪村　いずみ 「雪村いづみリサイタル」の成果に対し

東家　浦太郎 「関東節の世界」の成果に対し

幸田　弘子 幸田弘子の会「おんなの四季一冬」の成果に対し

松本　源之助 第１８回江戸里神楽「松本源之助の会」の成果に対し

浜田　寸躬子 ことばのしらべ「姫たちばな」の成果に対し

根岸　登喜子 「根岸登喜子リサイタル」の成果に対し

原信夫とシャープス＆フラッツ 「原信夫とシャープス＆フラッツ　リサイタル」の成果に対し

藤川　洋子 松竹歌劇団特別公演「幻華／ダンス・コネクション」の演技に対し

（日本記録映画・動画の部） 株式会社　ｱｰﾙ･ｹｰ･ﾋﾞｰ映画社 「鬼すべ」に対し

（外国映画の部） 有限会社　ｼﾈﾏ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 「ソフィーの選択」に対し

東宝株式会社 「居酒屋兆治」に対し

松竹株式会社／株式会社　ホリ企画制作 「この子を残して」に対し

株式会社　桜映画社 「呉須三昧－近藤悠三の世界－」に対し

有限会社　石森史郎プロダクション 「光と風のきずな－私はピレネーを越えた－」に対し

株式会社メディアート／株式会社新日本映像 「今井の町と民家」に対し

株式会社　新日本映画社 「コンフィデンス－信頼－」に対し

東映ユニバースフィルム株式会社 「カルメン」に対し

株式会社　ヘラルド・エース 「ダントン」に対し

大　賞 常森　寿子 「常森寿子ソプラノ　リサイタル」の成果に対し

沢井　忠夫 「沢井忠夫筝リサイタル」の成果に対し

常磐津　文字兵衛 「第８回常磐津文字兵衛研究会」の成果に対し

和波　孝禧 「和波孝禧／ヘルムート・バルト　１９８３年ブラームス生誕１５０周年記念　ソナタの夕べ」の成果に対し

深海　さとみ 「第７回筝リサイタル」の成果に対し

「清元小志壽太夫・清元清美太夫」演奏会の成果に対し

大　賞 小松原庸子スペイン舞踊団 小松原庸子スペイン舞踊団公演「ゴヤ」の成果に対し

山崎　泰 山崎泰スペイン舞踊公演「黒いエクウス」の振付に対し

猿若　吉代 「猿若吉代リサイタル」の成果に対し

藤間　紋寿郎 「藤間紋寿郎リサイタル」における『易行燈』の振付・演技に対し

片山　博太郎 片山博太郎東京公演における能「影情・松門之会釈」の成果に対し

七星会（代表一噲庸二） 「第２回七星会」の企画と成果に対し

（ドラマの部） 日本テレビ放送網株式会社 「波の盆」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） 北海道放送株式会社 「地底の葬列」に対し

読売テレビ放送株式会社 「あふれる愛に」に対し

日本放送協会 「話すことはない」に対し

読売テレビ放送株式会社 「仮の宿なるを」に対し

中部日本放送株式会社 「夢の鳥」に対し

日本放送協会 「アメリカには謝罪すべきか－日系人強制収容命令の結末－」に対し

朝日放送株式会社 「橋脚の島～児島－坂出ルート・岩黒島の５年～」に対し

株式会社　毎日放送 「神戸新開地　幸福荘界隈」に対し

日本放送協会 「輝け命の日々よ」に対し

関西テレビ放送株式会社 「親子むすび」に対し

ドラマ 株式会社　東京放送 「上海幻影路」に対し

日本放送協会 「ピアノとオーケストラのための協奏曲」（佐藤眞　作曲）に対し

日本放送協会 「管弦楽のための透視図法」（湯浅譲二　作曲）に対し

株式会社　ニッポン放送 「南北夢幻」に対し

日本放送協会 「言葉さがし　鬼さがし」に対し

ドキュメンタリー 日本放送協会 「おじいちゃん、ハーモニカを吹いて」に対し

ラジオ音楽の部〈合唱曲を含〉 南海放送株式会社 混声合唱組曲「異聞　坊ちゃん」（金子成人作詞、池辺晋一郎作曲）に対し

日本コロムビア株式会社 「現代日本ピアノ音楽の諸相　１９７３－」に対し

日本コロムビア株式会社 「四季の笛」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 「マーラー歌曲集」に対し

東芝イーエムアイ株式会社 「三味線古譜の研究」に対し

（ドラマの部）

（外国映画の部）

優秀賞

レ
コ
ー
ド

ドラマ

ラジオ音楽の部〈合唱曲を含〉

優秀賞

ラ
ジ
オ

優秀賞

優秀賞

舞
　
　
踊

優秀賞

（日本劇映画の部）

（日本記録映画・動画の部）

清元　小志壽太夫／清元　清美太夫

優秀賞

大　賞

演
　
　
劇

音
　
　
楽

映
　
画

大　賞

優秀賞

テ
レ
ビ

大　賞

能
楽

昭和５８年度（第３８回）芸術祭賞一覧

優秀賞

大　賞

大
衆
芸
能 優秀賞

（１部）

（２部）



部門 受　　　賞　　　者 受　　　賞　　　対　　　象

大　賞 株式会社　劇団民藝 劇団民藝公演「セールスマンの死」の舞台効果に対し

博品館劇場 博品館劇場公演「キャバレー」の舞台成果に対し

株式会社テアトル・エコー テアトル・エコー第７１回公演「サンシャイン・ボーイズ」の舞台成果に対し

株式会社　劇団未来劇場 劇団未来劇場第４６会公演「因縁屋夢六　玉の井徒花心中」の舞台成果に対し

中村　吉右衛門 顔見世大歌舞伎「双蝶々曲輪日記・引窓」の演技に対し

藤田　まこと 新橋演舞場１０月特別公演「東海林太郎物語・歌こそ我がいのち」の演技に対し

新人賞 後藤　加代 演劇集団円公演「女王べレニス」の演技に対し

大　賞 （１部） 松本　源之助 第１９回江戸里神楽「松本源之助の会」の成果に対し

沼田　曜一 沼田曜一語りの世界「愛の哀の人間ばなし」の成果に対し

室井　琴鶴 「軍談・雪・月・花の夕べ」の口演に対し

春風亭　小朝 「春風亭小朝独演会」の成果に対し

幸田　弘子 幸田弘子の会「冬のわかれ」の成果に対し

松旭斎　すみえ ＭＡＧＩＣ－３５年「松旭斎すみえの世界」の成果に対し

三遊亭　遊三 「第１５回遊三里賽樽」の口演に対し

岸　洋子 歌手生活２５周年記念「岸洋子リサイタル」の歌唱に対し

宝塚歌劇団 宝塚歌劇星組公演「我が愛は山の彼方に」の成果に対し

金光　郁子 「金光郁子とバレエ・キャラバン舞踊公演ＮＯ．７」の振付に対し

（日本劇映画の部） 株式会社日本アート・シアター・ギルド 「さらば箱舟」に対し

（日本記録映画・動画の部） 株式会社　桜映画社 「芹沢銈介の美の世界」に対し

（外国映画の部） ワーナーブラザーズ映画会社 「ライトスタッフ」に対し

株式会社　角川春樹事務所／東映株式会社 「麻雀放浪記」に対し

株式会社　東宝映画 「おはん」に対し

株式会社　青銅プロダクション 「ショキング・オ・ジャポン－ピゴーが見た明治の日本－」に対し

北海道放送映画株式会社 「抽紗－中国の手工レース－」に対し

東京シネ・ビデオ株式会社 「リアムのすむ村－ぼくらの隣人たち－」に対し

株式会社　共立映画社 「いたちのこもりうた」に対し

岩波ホール 「歌っているのはだれ？」に対し

株式会社　フランス映画社 「路」に対し

株式会社　大映ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｨﾙﾑ 「ハンガリア狂詩曲」に対し

宇治　文彩 「彩の会」の成果に対し

岸本　力 「岸本力バス独唱会」の企画と成果に対し

杵屋　三千寿 「第６回千寿の会」の演奏に対し

望月　長左久 「第３回望月長左久　鼓の会」の成果に対し

村田　健司 「村田健司バリトン・レジェリサイタルー10」の企画と成果に対し

舞踊 優秀賞 小沢輝佐子舞踊団 小沢輝佐子舞踊団現代舞踊公演「さまざまな雲」の舞台成果に対し

片山　博太郎 片山博太郎第４回東京公演における能「三輪－白式神神楽－」の演技に対し

桜間　金太郎 都民劇場能における能「自然居士」の成果に対し

豊嶋　訓三 第10回豊嶋能の会における能「乱」の演技に対し

（ドラマの部） 日本放送協会 「心中宵※申」に対し

（テレビドキュメンタリーの部） 日本放送協会 ＮＨＫ特集「世界の科学者は予見する・核戦争後の地球」に対し

日本放送協会 「春・音の光－川（リバー）・スロバキア編－」に対し

関西テレビ放送株式会社 「家族・この密なるもの」に対し

株式会社　東京放送 「風にむかってマイウェイ」に対し

読売テレビ放送株式会社 「危険な年ごろ」に対し

日本放送協会 「炎熱商人」に対し

ＲＫＢ毎日放送株式会社 「むかし男ありけり」に対し

日本海テレビジョン放送株式会社 「てっぽんかっぽんの詩－大谷分校の春－」に対し

北海道株式会社 「狼がやってくる？－さまよえる福祉施設－」に対し

山口放送株式会社 「死者たちの遺言－回天に散った学徒兵の軌跡－」に対し

株式会社　テレビ西日本 「ワルシャワをみつめた日本人形－タイカ・キワの４５年－」に対し

株式会社　テレビ東京 「手よ足よ僕はまた登る－ミニヤコンカ奇跡の生還　松田退院再起への９００日－」に対し

大　賞 ドキュメンタリー 福井放送株式会社 「はるかなれど・・・・歌」に対し

日本放送協会 「家族」に対し

株式会社　東京放送 「トシオの船」に対し

日本放送協会 「地底の３２時間」に対し

株式会社　毎日放送 「単独行－植村直己とその妻－」に対し

岩手放送株式会社 「特攻機はどこへ飛んだか」に対し

日本放送協会 「チェロと管弦楽のための協奏曲」（作曲　下山一二三）に対し

東海ラジオ放送株式会社 「失われた時への挽歌－女声合唱とピアノのために－」（作詞　吉原幸子、作曲　新実徳英）に対し

日本放送協会 「オイディプス遍歴－浄瑠璃・男声合唱と１０人の奏者による構成－」（作曲　池辺晋一郎）に対し

レコード 優秀賞 東芝イーエムアイ株式会社 「ラヴェル歌曲全集」に対し

昭和５９年度（第３９回）芸術祭賞一覧
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（日本劇映画の部）

（日本記録映画・動画の部）

ラジオ音楽の部〈合唱曲を含〉

ドラマ

（ドラマの部）

ドキュメンタリー

（ドキュメンタリーの部）



受　　　賞　　　対　　　象

帝劇１０月特別公演「にごり江」の装置に対し

ふるさと・きゃらばん公演「親父と嫁さん」の成果に対し

東宝現代劇９・１０月特別公演「女系家族」の演技に対し

女のひとり芝居３部作「広島の女」の企画と成果に対し

ミュージカル劇団フォーリーズ第１５回本公演「歌麿」の成果に対し

前進座公演「巷談小夜たぬき」の演技に対し

第１回「味見　亨の会」の演奏に対し

「池田光夫タンゴ生活３５周年記念リサイタル」の成果に対し

「千寿の会（第７回）天保期の長唄三題」の企画と成果に対し

「木村宏子＋中川俊郎リサイタル－新ウィーン楽派の夕べ」の演奏に対し

第１２回「本條秀太郎の会」の演奏に対し

「嶺貞子＋アンリエット・ピュイグ＝ロジェ　リサイタル－スカルラッティ父子の夕べ」の企画と演奏に対し

石井晶子現代舞踊公演における「彩風Ⅱ」の振付に対し

第１２回石黒節子舞踊公演「羅生門」の演出・振付に対し

根本美香バレエリサイタルにおける「清姫」の演技に対し

能う會「鬼火－怪談耳なし芳一より－」の成果に対し

松山バレエ団９・１０月特別公演「ドン・キホーテ」の成果に対し

「吉村雄輝園舞の会－山姥二態－」の演技に対し

「小金井芦州独演会」の話芸に対し

上方落語「露乃五郎の会－五郎　怪異の世界」の成果に対し

「ボン・サイト芸能生活４０周年記念リサイタル」の成果に対し

根津寄席「芝楽の会」の成果に対し

株式会社自由工房 ＡＫＩＫＯ－あるダンサーの肖像－

東映株式会社 それから

株式会社岩波映画製作所 歌舞伎の魅力　音楽　～おさん・茂兵衛大経師昔暦にみる～

株式会社英映画社 琵琶湖・長浜　曳山まつり

南海放送株式会社 赤シャツの逆襲

日本放送協会 新しい人よ眼ざめよ

株式会社東京放送 イエスの方舟
日本放送協会 ドラマスペシャル「破獄」

株式会社テレビ長崎
株式会社テレビ西日本

かよこ桜の咲く日

株式会社南日本放送 １１人の墓標

テイチク株式会社 一中節名作選～都・菅野・宇治三派による～

日本コロムビア株式会社 藤井久仁江／歌と三絃の世界

日本コロムビア株式会社 Ｊ．Ｓバッハ無伴奏チェロ組曲全集

ポリドール株式会社 ドイツ・バロックのフルート音楽

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）

ドラマの部

甲　にしき

長編映画

木村　宏子

舞　　踊

演　　芸

小金井　芦州

ボン・サイト

根本　美香

吉村　雄輝園

昭和６０年度（第４０回）芸術祭賞授賞一覧

受　　　賞　　　者

池田　光夫

杵屋　三千寿

山村　邦次郎

ミュージカル劇団フォーリーズ

部　門

朝倉　攝

劇団ふるさときゃらばん

露乃　五郎

柳亭　芝楽

石井　晶子

石黒　節子

松山バレエ団

映　画

短編映画

（参考）　昭和６０年度（第１回）芸術作品賞受賞一覧

味見　亨

花柳　昌生

演　　劇
広島の女上演委員会

本條　秀太郎

音　　楽

嶺貞子　　アンリエット・ピュイグ＝ロジェ


