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Freedom of the Press Awards 2022 
 

As part of its mission as a koeki shadan houjin (public interest corporation), the Foreign 
Correspondents’ Club of Japan (FCCJ), through its Freedom of the Press Committee, 
annually recognizes outstanding individual journalists and media organizations 
contributing to upholding the values of a free press in the Asia-Pacific region and Japan. 
 
The award is the highlight of FCCJ’s efforts to promote free speech and free exchange 
of information, which include issuing statements to condemn particularly serious cases 
of censorship, harassment or unlawful detention affecting journalists in the region and 
inviting speakers to highlight such problems in Japan and Asia. 
 
1. A Freedom of the Press Japan Award given to an individual or media organization 
(print, broadcast or exclusively online) for coverage of any Japan-based or Japan-
related issue that demonstrates a strong commitment to freedom of the press and 
elevates Japanese media standards. This could be anything from tackling a taboo 
subject, an exposé of a political or financial scandal, or reporting in the face of official or 
other forms of pressure or intimidation. The reporting doesn't necessarily have to be 
investigative in nature to meet the criteria.  
 
2. A Freedom of the Press Asia Award given to an individual or media organization 
(again - print, broadcast or online) based in the region that meets the same 
requirements as above. We hope this category will help us forge closer ties with other 
FCCs in Asia, particularly in countries where journalists are under serious and continual 
attack.  
 
Step 1: A request for nominations is sent out to regular members with a deadline for 
submissions by February 28th, 2022. Members who wish to put forward a person or 
organization for one or both categories are required to explain, briefly, why they have 
nominated them. At the same time, the Freedom of the Press Committee will reach out 
to domestic and international media and invite them to nominate their organization or 
journalists for the award. 
Step 2: The Committee studies the nominations and produces a shortlist of three to five 
people in each category, depending on the number of candidates. 
Step 3: The Board of Directors meets to discuss the shortlist and decide the winner in 
each category. We send out an announcement, ideally to coincide with the publication 
in late April of Reporters Without Borders' annual press freedom index. 
 
Important: If the number or the quality of nominations does not meet the Freedom of the 
Press Committee’s standards in any given year, the Committee reserves the right to 
submit a shortlist of its own nominations. No Committee member may nominate his or 
her own organization or colleagues, but they can vote for them if shortlisted as a result 
of being nominated by another member. To encourage nominations and for ease of 
voting, nominations can be made and votes cast online by members who cannot 
physically attend the Committee meeting or are not present in Japan at the time.  
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The prize for each award is an engraved item of glassware and/or a certificate and a 
year's free membership of the FCCJ. The runner-up in each category receives a 
certificate. The awards are presented at an FCCJ event on media freedom in Japan and 
Asia to enable us to talk to the recipients about their work and, ideally, generate media 
coverage here and elsewhere in the region. Unless they happen to be in Japan at the 
time, the Asia-Pacific winner and runner-up will take part remotely. 
 
Email your nominations and a brief explanation to:  
 
Ilgin Yorulmaz (co-chair, Freedom of the Press Committee) iy2161@columbia.edu 
David A McNeill (co-chair, Freedom of the Press Committee) davidamcneill@gmail.com 
 
 

  

mailto:iy2161@columbia.edu
mailto:davidamcneill@gmail.com
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2021 Freedom of the Press Awards Ceremony 

Foreign Correspondents’ Club of Japan 
Thursday, July 1, 2021 (livestream starts at 18:30 JST) 

 

Introductory remarks 

 
Isabel Reynolds, Bloomberg News  
(outgoing president of the FCCJ) 
 

Asia-Pacific Award  
Presentation by Simon Denyer, Washington Post 
Co-chair of the Freedom of the Press Committee 
 
Speech by recipient: Journalists in Myanmar, for their braveness in covering the coup 
in February 

 
The coup in Myanmar in February 2021 has led to a crackdown on media organizations and 
individual journalists that oppose the military junta. Since the beginning, Myanmar journalists 
have been covering pro-democracy protests courageously and have paid dearly for it. As of 
today, dozens of journalists have been detained and many more are under constant attack. 
Foreign media rely heavily on the input of local reporters and photographers who risk their well-
being to portray the situation on the ground and bring its gravity to a global audience.   
 
The award goes to the entire Myanmar press corps.   

 

Japan Award 
Presentation by Justin McCurry, The Guardian 
Co-chair of the Freedom of the Press Committee 
 
Speech by recipient: Saori Ibuki of BuzzFeed News, for her coverage of gender and LGBTQ 
issues. 

 
Ibuki often tackles the still taboo subject of LGBTQ rights in Japan.  Her recent reporting 
includes a court case over a gay student who took their own life after being "outed" against their 
will.   

 

Closing remarks  
Ilgin Yorulmaz, Freelance 
Board Liaison for the Freedom of the Press Committee 
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報道の自由賞  

 

日本外国特派員協会（FCCJ）は、公益社団法人としての使命の一環として、報道の自

由委員会を通じ、毎年、アジア太平洋地域および日本における報道の自由の価値の維持

に貢献した優れたジャーナリスト個人および報道機関を表彰しています。 

 

この賞は、FCCJの言論の自由と情報交換の自由への貢献を示すものであり、言論や報

道の自由を制限することに反対し、個人や報道機関が直面している検閲、ハラスメン

ト、不法拘留を強調し、日本およびアジアにおけるメディアの自由に関するイベントを

開催するなどの活動の集大成となっています。  

 

1. 「Freedom of the Press Japan Award」は、日本を拠点とする、または日本に関連す

る問題を報道し、報道の自由に対する強いコミットメントを示し、日本のメディアの水

準を高めた個人またはメディア組織（印刷、放送、またはオンラインのみ）に贈られま

す。これは、タブーとされるテーマへの取り組み、政治的または財政的スキャンダルの

暴露、公的またはその他の形式の圧力や脅迫に直面しての報道など、あらゆるものが対

象となります。また、必ずしも調査報道である必要はありません。 

 

2. 「Freedom of the Press Asia Award」は、上記と同じ条件を満たす、アジア地域を

拠点とする個人またはメディア組織（印刷、放送、オンラインのいずれか）に授与され

ます。この項目の賞の目的は、アジアの他の外国特派員協会、特にジャーナリストが深

刻で継続的な攻撃を受けている国との関係を緊密にすることにあります。 

 

ステップ 1： 正会員に推薦のお願いと、2月 28日までの提出期限をお知らせします。

推薦を希望する会員は、推薦理由を簡潔に説明する必要があります。同時に、

Freedom of the Press Committee（報道の自由委員会）は、国内外のメディアに連絡を

取り、組織やスタッフを賞に推薦するよう呼びかけます。 

ステップ 2： 委員会は、推薦内容を検討し、候補者の数に応じて各部門で 3～5名の候

補者リストを作成します。 

ステップ 3： 選出された代表者である理事会が、候補者リストについて議論し、各項

目の受賞者を決定します。4月下旬に発表される「国境なき記者団」の年次報道自由度

指数に合わせて、発表を行います。 
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重要：理由の如何を問わず、候補者の数または質が報道の自由委員会の基準を満たさな

い場合、委員会は自ら候補者リストを提出する権利を有します。委員会のメンバーは、

自らの組織を推薦することはできませんが、メンバーが推薦した結果として候補になっ

た組織には投票することができます。また、委員会に出席できない方や日本にいない方

でも、投票しやすいように、オンラインで推薦・投票することができます。 

 

各賞の賞品は、センスの良い彫刻が施されたガラス製品、賞状、FCCJの 1年間有効の

名誉会員権となります。また、各部門の準優勝者には賞状が授与されます。この賞は、

社交の場ではなく、日本とアジアのメディアの自由に関する FCCJのイベントで授与

されます。そうすることで、受賞者に彼らの活動について話してもらい、理想的には日

本やアジアの他の地域でメディアに取り上げてもらうことができます。アジアの受賞者

と準受賞者は、たまたま日本にいる場合を除き、遠隔地から参加し、賞品を送ります。 

 
Ilgin Yorulmaz (co-chair, Freedom of the Press Committee) iy2161@columbia.edu 
David A McNeill (co-chair, Freedom of the Press Committee) davidamcneill@gmail.com 
 
 

2021年報道の自由賞授賞式 

日本外国特派員協会 

2021年 7月 1日（木）18:30よりライブストリーミング配信開始 

 

開会の辞 

 

イザベル・レイノルズ（ブルームバーグ・ニュース ） 

(退任する FCCJ会長） 

 

アジア太平洋賞  

発表者：サイモン・デニア（『ワシントン・ポスト』紙） 

報道の自由委員会共同委員長 

 

受賞者のスピーチ ミャンマーのジャーナリスト、2月のクーデターを果敢に取材した

功績 

 

2021年 2月にミャンマーで発生したクーデターにより、軍事政権に反対する報道機関

や個人ジャーナリストが弾圧されています。当初から、ミャンマーのジャーナリストは

mailto:iy2161@columbia.edu
mailto:davidamcneill@gmail.com
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民主化デモに勇気を持って取材してきましたが、そのために大きな犠牲を払ってきまし

た。今日現在、何十人ものジャーナリストが拘束され、さらに多くのジャーナリストが

常に攻撃を受けています。海外のメディアは、現地の状況を描き、その重大性を世界中

の視聴者に伝えるために、身の危険を冒している現地のレポーターやカメラマンの情報

に大きく依存しています。  

 

この賞は、ミャンマーの記者団全体に贈られます。  

 
 

日本賞 

発表者：ジャスティン・マッカリー（ガーディアン紙） 

報道の自由委員会共同委員長 

 

受賞者によるスピーチ。BuzzFeed Newsの伊吹沙織さんは、ジェンダーや LGBTQに

関する報道を行ってきました。 

 

伊吹さんは、日本における LGBTQの権利について、いまだにタブー視されている問題

をよく取り上げています。 最近では、本人の意思に反して「アウティング」され、自

ら命を絶った同性愛者の学生をめぐる裁判などを取材しています。  

 

閉会の辞  

イルグン・ヨルマズ（フリーランス） 

報道の自由委員会 連絡担当理事 


