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プレス会員（基本会員、個人A、B、C、D会員）のみなさんへ

� 公益社団法人　日本記者クラブ
� 専務理事　中　井　良　則

2016年度日本記者クラブ賞および同特別賞の候補
推薦をお願いします

平素から日本記者クラブの活動に、ご協力、ご理解をいただき、まことにありがとうござ
います。
2016年度の日本記者クラブ賞および同特別賞について、第575回理事会（10月26日）で実
施方針が決定されました。内容は前年度と変更はありません。
日本記者クラブ賞は、個人会員、または法人会員に属する個人を対象として、創設以来40
年を越える歴史があり、これまで50人が受賞されています。
一方、特別賞は、当クラブの公益社団法人への移行を機に2012年度に新設され、原則とし
て当クラブ会員以外のジャーナリストが対象になります。ただし、取材班、番組班などの団
体は会員社所属でも対象から排除されません。
両賞とも過去に推薦された候補を再度応募されても構いません。
クラブ賞は会員から、特別賞は会員に加え日本新聞協会、日本民間放送連盟加盟社から推
薦された候補を推薦委員会が審査して、候補若干名を選考委員会に具申し、選考委員会が受
賞者を理事会に答申し、理事会が決定することになります。
日本記者クラブ賞、同特別賞は、「プロが選ぶベストプロ」に与えられる賞として日本の
ジャーナリズムの高い水準と業績を示すものであり、日本記者クラブの公益目的事業でもあ
ります。
賞の趣旨をご理解いただき、両賞の候補者を積極的にご推薦くださいますようお願いいた
します。� 以上

2016年度日本記者クラブ賞・同特別賞　推薦について

1．日本記者クラブ賞の目的と受賞者の資格
日本記者クラブ賞の目的は規約第 2 条で「取材、報道あるいは評論活動などを通じて
ジャーナリストとして顕著な業績をあげ、ジャーナリズムの信用と権威を高めた個人を顕彰
する」としています。賞の性格を分かりやすくするため、さらに内規で以下のように選考基
準を定めています。



【選考基準】
（1）��現役ジャーナリスト個人に与えられる賞である（現役という意味は現に活動している

ということで、故人は対象としない）。
（2）スクープ賞ではなく、特に最近数年間の業績が顕著であることが重視される。
（3）��その存在および業績がジャーナリズムの活性化と成熟にインパクトを与えるような個

人を顕彰する。
日本記者クラブ賞の受賞者の資格は、「日本記者クラブの会員、または本クラブの法人会員
に属するもの」（規約第 3条）となっていますので、当クラブの会員として登録されていない
方も該当します。社を問わず、本賞を受けるにふさわしいと思われる方をご推薦願います。

2 ．日本記者クラブ賞特別賞の目的と受賞者の資格
特別賞は規約第 6 条で、「原則として本クラブの会員または法人会員社に属するもの以外
を対象に、内外のジャーナリストやジャーナリズム活動に特別賞の授賞を決定することがで
きる」と定めています。賞の性格を分かりやすくするため、さらに内規で以下のように選考
基準を定めています。
【選考基準】
（1）��特別賞はジャーナリズムの向上と発展につながる特筆すべき業績や活動を幅広く顕彰

する。
（2）��個人でも、取材報道チーム・ジャーナリズム団体でも特別賞の対象になる。原則として

本クラブの会員（個人、法人）以外を対象とするが、特定の取材班・番組班などチーム
としてのジャーナリズム活動については会員あるいは会員社でも対象から排除しない。

（3）��活動の場が日本国内か国外か、日本人か外国人か、現役か故人かは問わない。媒体の
種類も問わない。

選考基準（2）にあるように、会員社の取材班・番組班などチームとしての業績は対象と
なりますが会員社に属する記者個人は日本記者クラブ賞の対象です。また、会員社系列の非
会員である報道機関に属する方の活動も特別賞に該当いたします。
なお、特別賞の候補を推薦できるのはクラブ会員だけではありません。日本新聞協会・日
本民間放送連盟加盟社の方であれば、特別賞候補を推薦できます。一方、日本記者クラブ賞
の候補を推薦できるのはクラブ会員だけです。
特別賞にふさわしい候補を幅広くご推薦ください。

3 ．賞の内容
日本記者クラブ賞受賞者・同特別賞受賞者には賞状のほか副賞を贈ります。

4 ．推薦方法
日本記者クラブ賞、特別賞ともに推薦書に所要事項を記入のうえ、推薦理由を2000字以内
にまとめ、参考資料とともに2016年 1 月30日（土）までに事務局へお送りください。



5 ．参考資料
イ．記事例　��代表的なもの最大限10種とします（企画、連載ものの場合は、 1回掲載分を

1種とします）
ロ．書　籍　選考材料として最もふさわしい著書を 1冊添付できます。
ハ．映像ないしは音声
　　　　　　��シリーズものの場合は、代表的なもの 1本。このほかに候補者の番組制作面

での役割の重要性などを説明する映像・音声などの資料（20分以内）を添付
できます。

推薦委員会、選考委員会ともに参考資料をもとに審査しますので、参考資料がない場合は
ハンディを負うことがあります。参考資料は両委員会の委員の数に合わせて、23組ずつご用
意いただくようお願いします。
参考資料は原則として返却いたしません。

6 ．選考と表彰
規約と内規により、選考と贈賞式について次のように定められています。
（1）��推薦委員会は締め切り期日までに推された日本記者クラブ賞と特別賞のすべての候補

について審査し、クラブ賞と特別賞それぞれについて適格と思われる候補を若干名に
しぼり選考委員会に具申します。推薦委員会の委員は理事会の議を経て理事長が任命
します。現在はクラブ個人D会員の 8人で構成されています。

（2）��選考委員会は推薦委員会が審査した結果を参考にして選考し、日本記者クラブ賞と特
別賞の受賞者を理事会に答申します。選考委員会は原則として総務委員会の委員（現
在は15人）によって構成されます。

（3）��理事会は選考委員会の答申に基づき、日本記者クラブ賞と特別賞の受賞者を決定します。
（4）贈賞式は2016年 5 月に行われる定時社員総会後に行います。

日本記者クラブ賞受賞者（役職は受賞当時）

1974年度 松浦　直治 （長崎新聞論説室顧問）

1975年度 古谷　綱正 （TBSニュースキャスター）

1976年度 松岡　英夫
池松　俊雄

（毎日新聞終身名誉職員）
（日本テレビ番組制作部次長）

1977年度 芝　　均平
磯村　尚徳

（朝日イブニングニュース相談役）
（NHKニュースセンター副主幹）

1978年度 松山　幸雄 （朝日新聞論説委員兼編集委員）

1979年度 岩下　雄二 （熊本日日新聞取締役会長）

1980年度 疋田桂一郎 （朝日新聞編集委員）

1981年度 村尾　清一 （読売新聞論説委員）

1982年度 須田　　栄 （中日新聞編集局放送芸能部嘱託）

1983年度 斎藤　茂男 （��共同通信社会部兼編集委員
室編集委員）

1984年度 増田れい子
牛山　純一

（毎日新聞論説室特別嘱託）
（日本映像記録センター代表取締役）

1986年度 岡村　和夫 （NHK解説委員長）

1987年度 大谷　　健
吉野　正弘

（朝日新聞編集委員）
（毎日新聞編集委員）

1988年度 石井　英夫 （産経新聞論説委員）

1989年度 小島　　明 （日本経済新聞論説委員兼編集委員）

1990年度 諏訪　正人
吉田　直哉

（毎日新聞論説室顧問）
（NHK総局顧問）

1991年度 藤原　房子 （日本経済新聞婦人家庭部編集委員）



2012年度 福島中央テレビ報道制作局
石巻日日新聞社

2013年度 山本　美香 （ジャパンプレス所属・故人）

2015年度 伊東英朗（南海放送ディレクター）・
同放送「X年後」制作グループ

＊2014年度は該当なし

日本記者クラブ賞特別賞受賞

日本記者クラブ賞基金寄贈者・社一覧（敬称略）

1972年� 千葉雄次郎（基本金）
1974年� 読売新聞社（創刊100年記念）
1975年� 横田　　実
1976年� 小田　善一
1977年� 小野　秀雄
1979年� 朝日新聞社（創刊100年記念）
1980年� 西村　二郎
1981年� 白石　古京
1982年� 毎日新聞社（創刊110年記念）
1982年� 大軒　順三
1983年� 江尻　　進
1983年� 日本テレビ放送網（放送開始30年記念）
1984年� 前田　雄二
1992年� 高田　秀二
1996年� 新井　　明
1996年� 日本経済新聞社（創立120年記念）
1997年� 城戸又一先生を偲ぶ会
1998年� 産経新聞社（創立65年、発刊 2万号記念）
1998年� 藤原作弥日銀副総裁を励ます会
1998年� 江尻　　進

1999年� 朝日新聞社（創刊120年記念）
1999年� 小島　　明
1999年� 武山　泰雄
2000年� 武山　泰雄
2001年� 小島　　明
2002年� 内海裕土士
2006年� 村上　重美
2006年� 新井　和代（故・新井明夫人）
2006年� 日本経済新聞社（創刊130年記念）
2007年� 鈴田　敦之
2009年� 平田　真巳
2009年� 牟田口義郎
2010年� 酒井　　寛
2010年� クラブ三健人会（今井久夫・田中洋之

助・八木恭平）
2010年� 今　静行
2010年� 個人D会員（匿名希望）
2013年� 鈴木　桂一
2013年� オイルショック40周年の集い
2014年� テレビ東京（開局50周年記念）

1992年度 芥川　喜好
岩見　隆夫

（読売新聞文化部主任）
（毎日新聞特別編集委員）

1993年度 古森　義久 （産経新聞ワシントン支局長）

1994年度 船橋　洋一 （朝日新聞アメリカ総局長）

1995年度 山本　祐司
木村　栄文

（毎日新聞名誉職員）
（RKB毎日放送エグゼクティブ・
プロデューサー）

1996年度 田勢　康弘
相田　　洋

（日本経済新聞編集局長付編集委員）
（NHKエグゼクティブ・ディレクター）

1997年度 牧　　太郎 （毎日新聞社会部編集委員）

1999年度 国正　武重
黒岩　　徹

（朝日新聞出身）
（毎日新聞編集委員）

2000年度 熊田　　亨 （中日新聞欧州駐在客員）

2001年度 鳥越俊太郎 （テレビ朝日「スクープ21」
キャスター）

2003年度 田城　　明 （中国新聞特別編集委員）

2004年度 春名　幹男 （共同通信論説副委員長兼編集委員）

2005年度 黒田　勝弘 （産経新聞ソウル支局長兼論説委員）

2007年度 松本　仁一
清水　美和

（朝日新聞編集委員）
（中日新聞東京本社･東京新聞
論説委員）

2008年度 筑紫　哲也 （TBS報道局キャスター）

2009年度 伊藤　　正
阿武野勝彦

（産経新聞中国総局長兼論説委員）
（東海テレビ放送報道局専門局次長）

2010年度 梅津時比古 （毎日新聞学芸部専門編集委員）

2011年度 国谷　裕子 （NHK「クローズアップ現代」
キャスター）

2012年度 萩尾　信也 （毎日新聞社会部部長委員）

2013年度 小山　鉄郎 （共同通信編集委員兼論説委員）

2014年度 橋本　五郎
山田　孝男

（読売新聞東京本社特別編集委員）
（毎日新聞政治部特別編集委員）

2015年度 竹内　政明 （読売新聞東京本社取締役論説委員）

＊1973､ 85､ 98､ 02､ 06年度は該当者なし


