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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
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～

