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ＪＸＴＧホールディングス株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：杉森 務）は、「第５４回 ＪＸＴＧ児童文
化賞」及び「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞」の各表彰式を１１月１５日（金）にパレスホテル東京にて開催。受賞者４名に
は、正賞としてトロフィー、副賞として賞金２００万円を贈呈しました。 

ＪＸＴＧ児童文化賞及びＪＸＴＧ音楽賞は、１９６６年に児童文化賞、１９７１年に音楽賞を創設して以来、約半世
紀にわたり、わが国の児童文化・音楽文化の発展に大きな業績をあげられた個人または団体を顕彰してまいり
ました。 

「第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞」には、児童文学作品を通して多くの子どもたちに読書の面白さを伝えてきた功
績と、半世紀近くにわたる精力的な創作活動を称えて、那須 正幹（児童文学作家）が受賞しました。 

「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・邦楽部門」には、観世流の二十六世家元として、７００年にわたって継承されてきた
能の伝統を担い、次世代に伝えるとともに、新しい能のあり方を考え続けている、観世 清和（能楽 観世流シテ
方）が受賞しました。 

「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・洋楽部門」（本賞）には、内外の優れたオーケストラの首席指揮者や音楽監督として
充実した業績を重ね、昨年大阪フィルハーモニー交響楽団の音楽監督に着任するなどの快進撃を続ける、尾高 
忠明（指揮）が受賞しました。 

「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・洋楽部門」（奨励賞）には、名門、マーラー・チェンバー・オーケストラで長年首席奏
者を務めた成果を、ソロや室内楽の活動を通じて日本に還元すべく力を注いでいる、吉井 瑞穂（オーボエ）
が受賞しました。 

※敬称略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞」「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞」表彰式 

 

「第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞」「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞」 
表彰式開催！ 

日時：２０１９年１１月１５日（金） １７：１５～１８：１５／会場：パレスホテル東京 ２Ｆ「葵」（東） 

第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞：那須 正幹（児童文学作家） 

第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・邦楽部門：観世 清和（能楽 観世流シテ方） 
第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・洋楽部門（本賞）：尾高 忠明（指揮） 
第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・洋楽部門（奨励賞）：吉井 瑞穂（オーボエ） 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

「第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞」「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞」表彰式 PＲ事務局 担当：大柳、久保 ＴＥＬ．０３－３５８４－４９８１ 



 

◆第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞：那須 正幹（児童文学作家） 
 

この度は大変立派な賞をいただきまして本当にありがとうございます。表
彰式の時にスピーチがあるということで原稿用紙３０枚ほど書いてきました
が、主催者から２分でと言われたので、大幅にカットしてお話をさせていた
だきます。 
先ほど、野上さんのほうからもありましたようにデビュー以来４７年、その

前に広島で「子どもの家」という同人誌に入ったのが２６才ですから５１年間、
書き続けてきました。今回の賞は、そうして長い間書いてきたことが、「よー
がんばったのー」とのお褒めの言葉と、もう一つは、「あともうちょっと長生き
して子どもたちに夢と希望を与えるような作品を書け」という励ましとの両方
の意味だと思います。 
邦楽部門でこの賞をいただいた方の中には人間国宝の方が多数いらっ

しゃるとのことで、私も８０、９０歳まで生きて人間国宝になりたいものだと思
っております。 
 

ＪＸ石油開発 大橋副社長    那須氏 
 
 
【贈賞理由】 
１９７２年『首なし地ぞうの宝』で作家デビューして以来、全５０巻で累計２，５００万部を超える驚異的な発行部数
を記録した「ズッコケ三人組」シリーズはじめ、「お江戸の百太郎」シリーズなど、２２０余点の児童文学作品を通
して多くの子どもたちに読書の面白さを伝えてきた功績は大きい。自らの原爆体験も含め綿密に取材した大型絵
本『絵で読む広島の原爆』は、内外で高く評価されている。『折り鶴の子どもたち』『八月の髪かざり』「ヒロシマ」三
部作など原爆を語り継ぐ作品や、絵本『ねんどの神さま』など平和への願いを伝える作品は、未来を生きる子ど
もたちへの大切なメッセージとなっている。ほぼ半世紀近くにわたる子どもの本の様々な分野での精力的な創作
活動と、多大な功績に対し本賞を贈賞したい。                       （児童文化賞 選考委員会） 
 

◆第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・邦楽部門：観世 清和（能楽 観世流シテ方） 
 

ご案内の通り、普段は面、能面を付けて舞台に出ていることが多いです
がこれが私の素顔でございます。 
御覧いただいたビデオは翁の演目でございますが、翁は亡くなられた方

の鎮魂、亡者供養でございます。それと合わせて未来の創造、祈りの心で
ございます。戦争の無い平和な世の中であって欲しいという祈りの心が翁
の能に全て凝縮されております。 
文化庁様からお話をいただきました通り、日本博が大々的に日本列島

各地で開催されておりますが、来年は東京オリンピック・パラリンピックが
開催されます。私どもの先祖の世阿弥が、「寿福増長」という言葉を残して
おります。能役者たるもの、能を舞うだけではなく、元々、芸能というモノは
人々を楽しませ、老若男女問わず、寿福をことほぐことによって寿命を延
ばす元となる役割を担わなければならない、ということを伝書に書いており
ます。私も、その心意気で今後とも芸能に精進してまいります。それに合
わせて、ＧＩＮＺＡ SIXの能舞台への皆様のお越しをお待ちしております 

ＪＸ金属 村山社長    観世氏            最後に、この様な重い賞をいただき、ＪＸＴＧホールディング様ならびに 
関係の皆様、御礼と感謝をいたします。本日は誠に有難うございました。 

 
 
【贈賞理由】 
能楽師、観世流シテ方。観世清和氏は観阿弥・世阿弥の流れを汲む観世流の二十六世家元である。国内外で
の公演で見事な演奏によって観客を魅了しつつ、古典の伝承とともに新作能を積極的に推進している。能の保
存・研究・普及のために、観世家に伝わる能面・能装束・伝書の保管を目的に「観世文庫」を設立し、最近はそれ
らを「観世アーカイブ」としてインターネット上でも公開している。２０１７年には観世能楽堂を銀座に移転するとい
う大事業を成功させた。「ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ」内に設置した二十五世観世左近記念 観世能楽堂を、能に限定すること
なく、他のジャンルも使用できる多目的ホールとしている。７００年にわたって継承されてきた能の伝統を担い、そ
れを次世代に伝えるとともに、新しい能のあり方を考え続ける観世清和氏の姿勢を、本委員会は高く評価する。 

（音楽賞邦楽部門 選考委員会） 
 

「第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞」「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞」受賞者コメント＆贈賞理由（敬称略） 



◆第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・洋楽部門（本賞）：尾高 忠明（指揮） 
 

ご存知の方もおられると思いますが、指揮者というのは実に変わった音
楽家でして、演奏家でもないし、作曲家でもないし、音楽評論家でもない。
どちらかというと演奏家に近いと思うのですが、どこにも居場所がないよう
なのが指揮者です。僕たちは音を出さないのに音楽を作る、不思議な職
業です。何故、それで成り立っているかというと、オーケストラがあって、コ
ーラスがあって、歌手の方がいらっしゃって、ソリストが居て、それを支え
る事務方が居て、そして実際に演奏会に来ていただく方が居て、はじめて
僕たちは存在できるわけです。 
私の音楽は、親父が指揮者であることから始まり、ＮＨＫ交響楽団、東

京フィルハーモニー交響楽団、札幌交響楽団、そしてメルボルンやＢＢＣ
などと関わらせてもらいました。そして、数年前からの大阪フィルハーモニ
ーとの仕事は、中村先生から「一皮むけた」といわれましたが、自分の中
でも何か変わったと感じています。ベートーヴェンのチクルスは色々な交
響楽団で演奏してきたのですが、大阪フィルは何かを持っている、そして
その何かによって違うベートーヴェンが出来た。大阪フィル及び大阪のお
客様にとても感謝しております。 
僕の恩師、斎藤秀雄先生から、卒業する時に色々なことを教わりました。

「指揮者は５０歳からだぞ」と。今、自分は７２歳になりましたのでまだ２２歳
です。せっかくこのような賞をいただいたので、三十路となる８０歳までは指
揮者を続けようと思っています。ありがとうございました。 

 
【贈賞理由】 
指揮者は７０代からが力の見せ所とはよく言われることだが、これまですでに内外の優れたオーケストラの首席
指揮者や音楽監督として充実した業績を重ね、昨年大阪フィルハーモニー交響楽団の音楽監督に着任した尾高
忠明氏は、まさにそれを地でいくような快進撃を続けている。着任初年度に、指揮者にとってもオーケストラにと
っても真の実力が問われるベートーヴェンの交響曲全曲に、敢えて既存のスタイルで挑戦し、作品の真価という
ものは演奏スタイルを超えた所にあることを、円熟、果敢な解釈で示し聴衆を圧倒したからだ。その比類のない
完成度の高さを見ていると、彼は今このオーケストラに、歴史に残る偉大な１ページを刻み、自らの指揮芸術の
集大成を計ろうとしているかのようにも見える。今後必ずや訪れるであろうさらなる高みへの飛翔を心から期待し
て本賞を贈呈する。                                     （音楽賞洋楽部門 選考委員会） 
 

◆第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞・洋楽部門（奨励賞）：吉井 瑞穂（オーボエ） 
 

オーボエ奏者としての音楽活動は、私に本当に沢山の経験をさせてくれ
ました。先ほどもご紹介いただきましたが、私が所属するドイツに拠点を置く
マーラー・チェンバー・オーケストラは、２０カ国以上もの国から来たメンバー
で成り立っています。そして、演奏する場所や聴いて下さるオーディエンスも
多国籍です。言語、そして価値観など、ありとあらゆるモノが自分とはまった
く違う人達と一緒になって一つの音楽を作っていく。不思議と出来上がる瞬
間がある。これは、どうして可能なのでしょうか？音楽は世界共通語だから
だと確信しています。音楽を通じてお互いの気持ちが通じ合うのですね。 
音楽を一緒になって愛でて、楽しんで、時間を共有します。その時間には、

目に見えない本当に幸せな対話、カンバ―セーションという平和が存在しま
す。周りを見回して見ても、地球上では本当に色んなことが起こっています。
そんな今だからこそ、音楽という平和の実現ツール、またはテンプレートを通
して色々な分野でお役に立てるようにこれからも頑張ってまいります。ぜひ
一緒に音楽を楽しんでいただき、コンサートなどにお越しください。 
本日は本当にありがとうございました。 
 

ＪＸＴＧエネルギー 大田社長   吉井氏 
 
 
【贈賞理由】 
きわだって表情ゆたかな吉井瑞穂氏のオーボエは、音楽の喜びを全方位にたちまち伝播させる強い喚起力をも
つ。若くして欧州へ渡り研鑽を積んだのち、当地の名門、マーラー・チェンバー・オーケストラで長年首席奏者を
務めた賜物であろう。近年、生活拠点を故郷・鎌倉に移してからは、その成果を、ソロおよび室内楽の活動をとお
して日本に還元すべく力を注いでいる。とりわけ、自ら設立した音楽祭「レゾナンス 鎌倉の響き」（２０１５年～）で
は、舞踊芸術ほか異分野との協働も交えて、寺院や学校など地域のさまざまな生活圏に出向くという斬新な試
みを継続。音楽の一極集中、旧態然とした上演形態に対する問題提起ともなっており、その高い社会意識をもあ
わせて顕彰したい。                                     （音楽賞洋楽部門 選考委員会） 

ＪＸＴＧエネルギー 大田社長   尾高氏 



 
 

 
 
◆日時： １１月１５日（金） １７：１５～１８：１５ 
◆会場： パレスホテル東京 ２Ｆ「葵」（東） 

     住所 東京都千代田区丸の内１－１－１  
◆出席： 受 賞 者 「第５４回ＪＸＴＧ児童文化賞」×１名 

「第４９回ＪＸＴＧ音楽賞」邦楽部門１名、洋楽部門（本賞）１名、（奨励賞）１名 
主 催 者 ＪＸＴＧホールディングス株式会社 代表取締役社長 杉森 務 
選考委員 「第５４回ＪＸＴＧ児童文化賞」３名、「第４９回ＪＸＴＧ音楽賞」（邦楽部門）３名、（洋楽部門）３名 

◆表彰式出席者 
◎受賞者 

名称 氏名（敬称略） 分野 

第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞 
那須 正幹 

（なす まさもと） 
児童文学作家 

第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞 

邦楽部門 
観世 清和 

（かんぜ きよかず） 
能楽 観世流シテ方 

洋楽部門 

本賞 
尾高 忠明 

（おたか ただあき） 
指揮 

奨励賞 
吉井 瑞穂 

（よしい みずほ） 
オーボエ 

 
◎選考委員（順不同、敬称略） 

 【児童文化賞】 
  野上 暁（児童文化研究家） 
  仲居 宏二（放送コンサルタント・元聖心女子大学教授） 
  山極 壽一（京都大学総長） 
   
 【音楽賞 邦楽部門】 
  徳丸 吉彦（聖徳大学教授・お茶の水女子大学名誉教授） 
  塚原 康子（東京藝術大学教授） 
  加納 マリ（日本音楽研究家） 
 
 【音楽賞 洋楽部門】 
  関根 礼子（音楽評論家） 
  中村 孝義（大阪音楽大学理事長・名誉教授） 
  舩木 篤也（音楽評論家） 
 
※関連情報につきましては、こちらのリンクよりご覧いただけます 

https://www.hd.jxtg-group.co.jp/csr/child_reward/ 
 

◆ＪＸＴＧ児童文化賞（創設１９６６年） 

日本の児童文化の発展・向上に大きく貢献した個人または団体に贈られる賞です。童画家、教育者、写真家、児
童文学作家、子供新聞の編集者、ミュージカル主宰者など、さまざまな分野で児童文化に貢献された方々の中
から受賞者が選ばれています。 

賞創設のきっかけは１９６３年に遡ります。この年、当時のモービル石油創業７０周年記念行事として、赤い馬を
テーマにした創作童話を一般公募したところ、３，４６１点もの応募がありました。川端康成、波多野勤子、壷井栄、
坪田譲治、藤田圭雄、筒井敬介の六氏により審査が行われた結果、福永令三氏の「十二色のクレヨン」が特選
に選ばれました。 

特選を含めた入選作を収録した童話集「赤馬物語」を全国の小学校へ寄贈したところ、教育界や児童文学界より
大きな反響をいただいたことから、対象分野を児童文化全般に広げ、全国的に著名な活動から地域の活動まで
幅広く受賞者が選ばれています。 

 

「第５４回 ＪＸＴＧ児童文化賞」「第４９回 ＪＸＴＧ音楽賞」表彰式 開催概要 

https://www.hd.jxtg-group.co.jp/csr/child_reward/


◆ＪＸＴＧ音楽賞（創設１９７１年） 

日本の音楽文化の発展・向上に大きく貢献した個人または団体に贈られる賞で、邦楽部門および洋楽部門（本

賞・奨励賞）の二部門にて構成されています。 

邦楽部門では、雅楽、能、狂言、琵琶楽、尺八楽、箏曲、多様な三味線音楽、囃子など日本の伝統音楽の分野
における演奏家・団体、さらには作曲者、研究者、評論家など、幅広い分野の中から邦楽の発展に寄与された
方々が受賞者として選ばれています。また、これまでに 23 名の受賞者が、受賞後に重要無形文化財保持者（人
間国宝）に認定されています。 

洋楽部門においては、作曲、指揮、声楽、そしてピアノ、ヴァイオリン、チェロなどの洋楽器の演奏、音楽ジャーナ

リズムや研究・評論などの分野において、日本での洋楽の発展に貢献された方々が受賞者として選ばれていま
す。さらに１９８９年より、優れた若手音楽家を励ますために、本賞に加えて奨励賞が設けられました。 

邦楽部門と洋楽部門を併せ持ち、単年度内の功績ではなく、それまでの実績全体に視点をおいた選考がなされ

ている点が特色です。 


