長編サポートクラスを
長編サポートクラスを
サポートクラスを受講
受講された
された方
方の活躍情報
受講
された
コンクール受賞
第 6 回 TBS 連ドラ・シナリオ大賞 入選 「 俺をクズにしてくれ！ 」

函館港イルミナシオン映画祭第 13 回シナリオ大賞 大賞 小林和世さん

川島祐介さん

第 16 回シナリオ S1 グランプリ 奨励賞 尾崎悟史さん

第 6 回 TBS 連ドラ・シナリオ大賞 入選 「 缶詰の底に昇る月 」緒

NHK 奈良放送局ドラマ・万葉ラブストーリー第 3 回脚本コンテスト 佳

方 苑さん

作 佐々木紀子さん

函館イルミナシオン映画祭 第 21 回シナリオ大賞 函館市長賞(グランプ

第 13 回シナリオ S1 グランプリ 奨励賞 志賀希さん

リ）
「夢の続きを空でみる」緒方 苑さん

第 16 回ﾋｭｰﾏﾆﾃｨ大阪市長演劇ストーリー 優秀作品賞 植木紀子さん

第 10 回ノースアジア大学文学賞 大学生・一般の部門 短編小説の部『第

伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 2006 中編の部 シナリオ大賞 高田智

10 回記念特別賞』
「ツアー・老人と海」出雲弘紀さん

子さん

第 1 回 WCG 大賞 大賞「くたびれサンタクロース」出雲弘紀さん

◆ 2018
2018 年

第 1 回 WCG 大賞 準大賞「花魁ブロードウェイ」松本和子さん

映画・ドラマ・マンガ原作・アニメ・舞台など

長浜ものがたり大賞 2016 原作・シナリオ部門 入選「四代目お花は修行

日浦明大さん 映画『たいようのドロップキック』監督・製作

中」北川由美子さん

西史夏さん脚本 舞台「小指姫の冒険」＠居酒屋もりもり、2/11 19:30・

長浜ものがたり大賞 2016 原作・シナリオ部門 奨励賞「山本山のおばあ

21:30 、2/12 19:00 開演

ちゃん」叶登まみさん

西史夏さん 舞台「一人芝居ミュージカル短編集」より「クール」脚本

第２回藤本義一文学賞 優秀賞「浪花の恋の履き違い」 髙橋良育さん

藤村美千穂さん 影絵芝居「Ama」
（影の色彩ワヤンプロジェクト）脚本

第 28 回フジテレビヤングシナリオ大賞 佳作「赤い糸が切れてくれな

小説・携帯小説・携帯ゲーム

い」川島祐介さん

尾崎悟史さん ボルテージ サスペンスドラマアプリ『六本木サディステ

第 9 回ノースアジア大学文学賞 大学生・一般の部門 短編小説の部 奨励

ィックナイト』外伝「変えたくない今 編」脚本

賞 『町会長の 2 日間』出雲弘紀さん

ラジオ

第 6 回立川文学賞

「心のいこい」ラジオ大阪、他全国 5 局 6 時 55 分～

大賞「美し過ぎる人」松宮信男さん

第４０回創作テレビドラマ大賞 奨励賞「幽かな友だち」別府典子さん

野村久美子さん、花岡奈那さん、小鳩美都さん、青空ありささん、平木

日本の劇戯曲賞 2015 最優秀賞 「檸檬の島」西史夏さん

明日香さん、春来アキラさん、美里あきらさん、進藤久子さん、柊れい

第 28 回シナリオ S1 グランプリ 準グランプリ 「国境なき天使」野村久

さん、水村節香さん、田窪泉さん、大塚理花さん、松仔波子さん、塚川

美子さん

悠紀さん

第 27 回シナリオ S1 グランプリ 奨励賞 「真夜中の美容室」馬場さくら

◆ 201７年
201７年

さん

映画・ドラマ・マンガ原作・アニメ・舞台など

第 35 回 BK ラジオドラマ脚本賞 佳作 岩﨑敬子さん

馬場さくらさん SAKURA PRESENTS 色シリーズ第１２弾『七十一

第 7 回ノースアジア大学文学賞 優秀賞 出雲弘紀さん

日的台湾白百合～明けぬ夜に咲く白い花～』

第 26 回シナリオ S1 グランプリ 奨励賞 「狐の嫁入り」大沢望子さん

松本和子さん原作(春) 劇団 The３０’ｓ『記憶のケルン vol.3 砂の棺』

こうのとり短編戯曲賞受賞「Bridge」西史夏さん

市川静さん、嶋政治さん、松下寿美子さん脚本 劇団やる気「夜明けじ

第 6 回ノースアジア大学文学賞 奨励賞 出雲弘紀さん

ゃ！」

第 6 回富士山河口湖映画祭 グランプリ「未来のウエディングブーケ」西

馬場さくらさん SAKURA PRESENTS 色シリーズ第１１弾「藍色のシ

史夏さん

ャマール～あれから２年～」第一章：音楽劇「イマジナリーライン」作・

第 5 回富士山河口湖映画祭 準グランプリ 野村久美子さん

演出

平成 23 年度中四国ラジオドラマ脚本コンクール 佳作 水村節香さん

西史夏さん 「檸檬の島」
（
「日本の劇」戯曲賞 2015 最優秀賞受賞作）

函館港イルミナシオン映画祭第 15 回シナリオ大賞 審査員特別賞 水村

2017 年 3 月 10〜15 日恵比寿エコー劇場にて上演

節香さん

小説・携帯小説・携帯ゲーム

第 32 回 BK ラジオドラマ脚本賞 佳作 福田弥生さん

北川由美子さんの長浜ものがたり大賞 2016 入選作品「四代目お花は修

第 23 回日本民間放送連盟賞 ラジオ･エンターテインメント部門 優秀賞

業中」と、叶登まみさんの同奨励賞受賞作品「山本山のおばあちゃん」(あ

高橋良育さん

らすじのみ)が『長浜ものがたり大賞コレクション』に掲載

第 5 回南のシナリオ大賞 佳作 谷亜佑美さん

尾崎悟史さん ボルテージ サスペンスドラマアプリ『六本木サディステ

第 23 回日本民間放送連盟賞・九州沖縄地区審査会 ラジオ･エンターテ

ィックナイト』７章「最後の真実 編」脚本

インメント部門 最優秀賞 高橋良育さん

出雲弘紀さん『はじめの一歩大解剖』
（三栄書房）のうち「一歩の魅力」

第 20 回シナリオ S1 グランプリ 奨励賞 水村節香さん

「一歩の必殺ブロー」
「一歩の強さの秘密」
「一歩激闘の記録」
「一歩と久

第 19 回シナリオ S1 グランプリ 奨励賞 水村節香さん

美の恋の行方」
「一歩の大切な人たち」でライター参加

第 18 回シナリオ S1 グランプリ 準グランプリ 水村節香さん

出雲弘紀さん『８０年代最強マンガ大解剖』
（三栄書房）のうち『キャッ

第 1 回科学ドラマ大賞 佳作 出雲弘紀さん

ツ♥アイ』
『シティーハンター』
『ウイングマン』
『ブレイクショット』で

第二回年賀状思い出大賞 佳作 出雲弘紀さん

ライター参加

NHK 仙台放送局第 33 回 FM オーディオドラマ脚本コンクール 審査員

ラジオ

奨励賞 出雲弘紀さん

「心のいこい」ラジオ大阪、他全国 5 局 6 時 55 分～

春来アキラさん、加藤縁さん、篠宮沙希さん、吉川さちこさん、田窪泉

出雲弘紀さん 円谷プロダクション監修「決定版ウルトラ激闘 FILE」(学

さん、松仔波子さん、大塚理花さん、小鳩美都さん、柊れいさん、塚川悠紀

研)第 2、6、7 章執筆

さん、青空ありささん、進藤久子さん、水村節香さん、武安真美さん、

出雲弘紀さん『まんがで読む徒然草・おくのほそ道』より「高名の木登

花岡奈那さん、朝風祥子さん、美里あきらさん

り」
（学研教育出版）

◆ 2016 年

尾崎悟史さん他「新・生存率 0％! 地下鉄からの脱出」4 月 21 日（月）

映画・ドラマ・マンガ原作・アニメ・舞台など

より iOS・Android アプリにて配信。

馬場さくらさん SAKURA PRESENTS 色シリーズ第十弾「ミヨゾテ

山本博美さん『聴くたびに、あの日を思い出す。涙あふれる 13 の歌物

ィ ミュジーク」(演出)

語』
（TO ブックス）より「もしも明日が・・・。
」

藤村美千穂さん 珠希けいさんと共作で、プラネタリウム番組『アルゴ

「手塚治虫キャラクターFILE(手塚プロダクション監修)」(学研)メイン

ナウティカ～アルゴ船の大航海～』脚本＠高崎市少年科学館

ライター 出雲弘紀さん

馬場さくらさん 桜人企画「藍色のシャマール～後藤健二さん一周忌公

ラジオ

演～」

川島祐介さん「曇天いい天気 前後編」
（ウハステーション シアター130）

小説・携帯小説・携帯ゲーム
小説・携帯小説・携帯ゲーム

ラジオ日本 6 月 17 日・24 日

出雲弘紀さん、和田由理さん「完全保存版・ルパン三世大解剖」
（三栄書

「心のいこい」ラジオ大阪、他全国 36 局 8 時 55 分～

房）

進藤久子さん、武安真美さん、大江美保子さん、古仲裕美さん、山本博

十時直子さん『99 のなみだ ベストセレクション』
（リンダパブリッシャ

美さん、水村節香さん、林恵利さん、美里あきらさん、石田知子さん、

ーズの本）より「お母さんは人気ブロガー」
「恐るべき妹、帰阪」
（再収

塚川悠紀さん、

録）

◆ 2013
2013 年

出雲弘紀さん『完全保存版・松本零士大解剖（無限の零次元宇宙編）
』＜

映画・ドラマ・マンガ原作・アニメ・舞台など

松本零士監修＞（三栄書房）※ライター参加

西史夏さん「ウメコ」
（空の驛舎 fraction vol.1『22332』
）11 月 30 日、

藤村美千穂さん オリジナルゲームプロジェクト Memory’sDogma

12 月 1 日 カフェ＋ギャラリーcan tutku にて上演

（LizArts） 脚本

馬場さくらさん、松本和子さん脚本 SAKURA PRESENTS オムニバス

藤村美千穂さん ゲーム『POSSESSION MAGENTA』（HuneX／

公演 Vo.2「青とかさぶた」10 月 26 日・27 日 ムーブファクトリーにて

COMFORT）一部脚本

上演

ラジオ

嶋政治さん 脚本「さんだほたる」8 月 24 日・25 日 三田市総合文化セ

「心のいこい」ラジオ大阪、他全国 5 局 6 時 55 分～

ンター郷の音ホールにて上演

林恵利さん、進藤久子さん、青空ありささん、山本博美さん、美里あき

水川奈津さん 新感覚ドラマ CD「ソラの唄い手～ある夏の音符～」5 月

らさん、古仲裕美さん

31 日発売

◆ 2015 年

西史夏さん執筆長編戯曲「林檎幻燈（りんごげんとう）
」6 月 27 日～30

小説・携帯小説・携帯ゲーム

日 アトリエ S-pace にて上演

藤村美千穂さん「ニーナの羅針盤：医療コーディネーター・月岡仁奈」

馬場さくらさん、野村久美子さん、桜庭奈々子さん脚本 SAKURA

（ポプラ文庫）

PRESENTS オムニバス公演 Vo.1「白と手錠」6 月 1 日～2 日 ムーブフ

十時直子さん恋愛ドラマアプリ「ダウト～嘘つきオトコは誰？～」(ボル

ァクトリーにて上演

テージ)

西史夏さん「さそりの火」
（短編集 田辺真弓×空の驛舎 collaboration

出雲弘紀さん 「真犯人は！？名探偵が解き明かす！驚愕！暗殺事件の

『PRATTLER～囀りの場所』
）

謎」(バンブーコミックス)

渡辺シンさん助監督・脚本協力、江藤直樹さん脚本協力、東川薫さん製

ラジオ

作協力 映画「あした天使になあれ」試写会 1/26～。春全国公開予定

「心のいこい」ラジオ大阪、他全国 36 局 8 時 55 分～

小説・携帯小説・携帯ゲーム

進藤久子さん、水村節香さん、林恵利さん、美里あきらさん、石田知子

水川奈津さん 企画・脚本
『トルコ大奥秘伝～黄金の烏龍で歌う恋唄』
GREE

さん、塚川悠紀さん、野村久美子さん

と GOOGLE STORE でリリース

◆ 2014 年

山本博美さん『失恋前夜』大人のための恋愛短編集（リンダ・パブリッ

映画・ドラマ・マンガ原作・アニメ・舞台など

シャーズ）より「嫁入り前夜」

西史夏さん脚本「ブーケ～a bounquet～」が、五藤利弘監督短編映画上

尾崎悟史さん他「生存率 0％! 地下鉄からの脱出」5 月 22 日（水）より

映会にて 9 月 23 日上映。

ボルテージ初のサスペンスドラマゲーム Android・iOS アプリにて配信。

藤村美千穂さん ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ番組『天の川～悠久のほし物語』共同脚本

十時直子さん『終電バイバイ ～真夜中の大人の冒険～』
（リンダブック

西史夏さん企画 映画・朗読劇・音楽のイベント『ダブル B の夕べ～映

ス）より「第 2 話 高円寺失恋女子編―田中優里」

画と朗読と音楽と～』9 月 13 日・14 日・15 日に大阪と兵庫で開催

ラジオ

市川静さん、嶋政治さん、松下寿美子さん脚本「この青空の下で」8 月

「心のいこい」ラジオ大阪、他全国 36 局 8 時 55 分～

23 日・24 日三田市総合文化センター郷の音ホールにて上演

美里あきらさん、水村節香さん、塚川悠紀さん、進藤久子さん、林恵利

「アラサーちゃん無修正」
（テレビ東京）十時直子さん脚本

さん、大江美保子さん

小説・携帯小説・携帯ゲーム
藤村美千穂さん 「マトリガール」
（ポプラ社）

その他、多数

