
2017（平成 29）年度 日本学生支援機構

優秀学生顕彰事業 募集要項
日本学生支援機構では、一般の寄附者から寄せられた寄付金を財源に、経済的理由により修学に困難がありつつも、

学術、文化・芸術、スポーツ、社会貢献、産業イノベーション・ベンチャー、国際交流の各分野で優れた業績をあげた学

生に対して、これを奨励・支援することにより、２１世紀を担う前途有望な人材の育成に資することを目的とする顕彰事

業（表彰・奨励金の交付）の募集を行っています。

つきましては、次の応募資格に該当する希望学生は、「募集要項」にしたがって、所定期日内に奨学課まで必要書類を

提出してください。

Ⅰ．応募資格

以下の（１）～（３）の条件を全て満たす学部学生。

（１）標準修業年限内（通常４年）で卒業可能な者

※学年延長生、外国人留学生、大学院生は対象外となります。

※留学・休学に伴い標準修業年限を越える場合は申請資格があります。

（２）日本学生支援機構奨学金（第一種または第二種）を受けている者 ※推薦中を含む

または日本学生支援機構第二種奨学金の出願資格を満たしている者（2017 年度版 Challenge 学部生用 p.43~44

を参照）

（３）下表の応募分野Ａ～Fのいずれかに該当する者

応

募

分

野

Ａ．学術

次の①または②に当てはまる者。

①国際的又は全国的規模の学会等での発表において、優れた功績が認められる者。

②国際的又は全国的規模の学術誌への掲載等において、優れた功績が認められる者。

※複数人での研究の場合､上記①について第１発表者､上記②について第１著者に限定する。

Ｂ．文化・芸術

次の①②③のいずれかに当てはまる者。

①国際的コンクール等で入賞（入選）以上の成績もしくはそれと同等の成績を収めた者。

②日本を代表する全国的規模のコンクール等で、特に優れた成績（最高位もしくはこれに準ず

る成績）を収めた者。

③行政機関や公益団体等から、特に優れていると高い評価を得た者。

※団体での活動の場合、その活動において最も中心的な役割を果たした者に限定する。

[文化・芸術分野の例]

・音楽 ・美術・デザイン（絵画・ファッション・アート・ヘアメイク等）

・文化（囲碁・将棋・書道・珠算等）

Ｃ．スポーツ活動

次の①または②に当てはまる者。

①オリンピック、パラリンピック、その他の国際的スポーツ競技会等で優秀な成績を収めた者。

②国民体育大会等の全国的スポーツ競技会等で、特に優れた成績（最高位もしくはこれに準

ずる成績）を収めた者。

※団体での活動の場合、その活動において最も中心的な役割を果たした者に限定する。

Ｄ．社会貢献

①に該当し、かつ、功績が②③④のいずれかに当てはまる者。

①自らの発案・活動により、他者の公共の利益に尽くした者。

②行政機関や公益団体等から表彰を受け、社会的に特に高い評価を得た者。

③新聞・雑誌等に掲載され、社会的に特に高い評価を得た者。

④前記②③に準じた功績等で同等の評価ができると在籍する学校長が認めた者。

※団体での活動の場合、その活動において最も中心的な役割を果たした者に限定する。

[社会貢献分野の例]

・震災ボランティア活動 ・福祉施設への訪問活動 ・キッズスクール実行委員

E．産業イノベーショ

ン・ベンチャー

①に該当し、かつ、功績が②③④のいずれかに当てはまる者。

①実生活に役立つものづくり、ユーザー視点の起業の発案又は実現、ビジネスモデルづくり

等、新たな産業の発展に資する活動をした者。

②行政機関や公益団体等から表彰を受け、社会的に特に高い評価を得た者。

③新聞・雑誌等に掲載され、社会的に特に高い評価を得た者。

④前記②③に準じた功績等で同等の評価ができると在籍する学校長が認めた者。

※団体での活動の場合、その活動において最も中心的な役割を果たした者に限定する。

[産業イノベーション・ベンチャー分野の例]

・実用的な（社会に有用な）コンピューターソフトの開発

・地域の資源（又は伝統等）を活かした商品の開発

・地域活性ビジネスモデルの提案



（商店街の活性化、大学等を活用した地域企業支援策、地域の問題を解決するコミュニティ・

ビジネス等）

F．国際交流

①に該当し、かつ、功績が②③④のいずれかに当てはまる者。

①国内外で、異文化と接点のある活動をし、相互理解の場を広げた者。

②行政機関や公益団体等から表彰を受け、社会的に特に高い評価を得た者。

③新聞・雑誌等に掲載され、社会的に特に高い評価を得た者。

④前記②③に準じた功績等で同等の評価ができると在籍する学校長が認めた者。

※団体での活動の場合、その活動において最も中心的な役割を果たした者に限定する。

[国際交流分野の例]

・外国の子どもへの学習支援 ・スポーツイベント開催を通じての国際交流

・ボランティア通訳団体設立 ・語学（プレゼンテーション・ディベート等）

・海外の学生団体との国際会議主催

２．提出書類

希望者は、以下（１）（２）のうち該当する書類を全て揃えてください。

（１）日本学生支援機構奨学金の受給者 または

2017 年度春の奨学金登録を行なった者
P2 応募書類 ① ～ ⑥ 、⑧の応募書類全て

（２）上記（１）以外の者

P2 応募書類 ① ～ ⑧の応募書類全て

応募書類
提出様式

紙 ﾃﾞｰﾀ（Excel）

① 日本学生支援機構 平成 29 年度 優秀学生顕彰 申請書

必要箇所にすべて記入・署名し、顔写真を貼付してください。

電子データの申請書には写真添付・署名欄の記入は不要です。
○ ○

② 活動記録記入票

記入票に記載された指示に従って記入してください。 ○ ○
③ 将来構想記入票

記入票に記載された指示に従って記入してください。 ○ ○
④ 「業績記入票」（別紙様式 5－Ａ～F のうち該当するもの）

業績記入票には、“指導教員・指導者等記入欄”部分を必ず記

入してもらうこと。（様式 5－D～F は不要）

ゼミの指導教員等がいない場合には、学部事務所に相談し、所

属箇所の教務主任名で該当欄を記入してもらうこと。

○ ○

⑤ 上記の業績記入票に記載した事項を証明する関係書類

上記④に記載した業績を証明する関係書類（例：新聞・雑誌記

事、掲載論文、賞状などのコピー）が各 5 部必要です。

※音声や動画を提出したい場合はCDまたはDVDにデータを入

れて、5 枚提出してください。

○
※各 5 部

※該当者のみ

※各 5枚

⑥ 最新の「成績証明書」（コピー可）

2017 年 4 月 1 日以降に発行されたもの。 ○ 不要

⑦ 父・母（両方）の「平成 29 年度所得証明書」等（コピー可）

平成 28 年分の収入・所得の種類と金額が記載された公的証明書

（市町村区役所発行）。

※無収入の場合でも、総所得金額“０”と記載された非課税証明書

の提出が必要です。

○ 不要

⑧ アンケート

アンケートの記入にご協力ください。（選考には影響しません）
不要 ○

【応募書類の入手方法】

応募書類は、以下の日本学生支援機構 Web サイトから自身でダウンロードし、必要事項を記入の上、提出してください。

日本学生支援機構 平成 29 年度優秀学生顕彰事業

http://www.jasso.go.jp/about/organization/kensyo/index.html



３．応募締切日・提出場所

上記２で該当する提出書類（データ提出含む）全てを以下のとおり提出してください。

締 切 日 2017 年 7 月 31日（月） 締切 ＊厳守＊

提出

方法

紙

DVD・CD
奨学課窓口（戸山キャンパス 学生会館１階）
※人間科学部・スポーツ科学部の学生は、所沢総合事務センターへの提出も可能です。

ﾃﾞｰﾀ
kikou-tantou@list.waseda.jp 宛
ファイル(Excel)を添付して、締切日中にお送りください。

４．奨励金

大賞 優秀賞 奨励賞

分

野

区

分

Ａ．学 術

各分野

５０万円

各分野

３０万円

各分野

１０万円

Ｂ．文化・芸術

Ｃ．スポーツ

Ｄ．社会貢献

E．産業イノベーション・ベンチ

ャー

F．国際交流

５．入賞者の決定・結果の通知

日本学生支援機構の選考委員会にて、応募者の実績・将来性等の観点から厳正な審査を行い、入賞者を決定します。ま

た、その結果は大学を通じて通知します。

○顕彰事業の内容や書類作成に関する

問い合わせ先

日本学生支援機構 政策企画部 広報課

TEL 03-6743-6011（直通）

URL http://www.jasso.go.jp/kensyo/

○提出に関する問い合わせ先 早稲田大学 学生部奨学課

TEL 03-3203-9701（直通）

E-Mail: kikou-tantou@list.waseda.jp

ご提出いただいた情報は、本顕彰事業にのみ利用します。その他の目的には利用されません。ただし、入賞者については、

顔写真、名前、学校名、学部学科名、学年、業績記入票の記載内容を、本事業の広報に使用する場合があります。

mailto:kikou-tantou@list.waseda.jp


【ご参考】
平成28年度優秀学生顕彰 受賞者一覧

学術

分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

学術 東北大学 高橋 揚子 神経科学

神経科学。脳血管障害における細胞生物学的機序と新薬化合物の検
討。血管周皮細胞の血管障害への関与機序を解明。新薬化合物
ISX-9 が複数の前駆細胞に異なる作用を持つことを発見。国際学術
誌複数掲載。国内・国際学会発表。

大賞

学術 長崎大学 吉川 亮 病理学

病理学における新たな研究技法を開発し、肺気腫の病理発生を解明し
た。国内学会に加え、北米学会USCAPにて口演に採択され、学会賞
(PPS)や長崎学長賞を受賞。研究はすでに複数の英語論文に掲載され
た。

大賞

学術 広島工業大学 高野 涼平
非線形回路
解析

自然界で発生する多数の物体や生物が同時に動く同期現象と呼ばれ
るものについて、電子回路上で解析を行う研究を学生生活の早期から
行い、新しい現象を発見し、それらについて学会で積極的に発表を行っ
ております。

優秀賞

学術 香川高等専門学校 春日 貴章 教育工学
国際シンポジウムISTS2014及び国際会議IEEE NSS&MIC 2014 におい
て口頭発表及びポスターセッション・実演を行った。ISTS2014では
Presentation Awardを受賞した。

優秀賞

学術 長野大学 兼子 亜弓 情報工学
複雑な反射特性を持つため定量化が難しかった「化粧をした肌」の質感
や表面状態の画像計測技術を開発し，全国規模の学会で発表した．ま
た，研究成果を実用化させ，企業家甲子園でKDDI∞Labo賞を受賞し
た．

優秀賞

学術 九州大学 原田有理子 口腔保健

平成27年10月に国際歯科研究学会日本部会にてJoseph Lister Award
受賞。平成28年6月に歯科最大の国際学会であるInternational
Association for Dental Research (IADR)にてThe IADR BEHSR student
abstract awardを受賞。また、日本口腔衛生学会、歯科保健医療国際協
力協議会での学会発表を行った。

奨励賞

学術 お茶の水女子大学 三上奈緒子
化学物質総
合管理調査

企業の化学物質総合管理に関する量的調査研究。質問無回答群に着
目、回答群との比較分析により、リスク管理と事件事故の関連性を示
唆。国内学会発表・奨励賞受賞・学会誌掲載・書籍『化学物質総合経営
学』分担執筆。

奨励賞

学術
大阪府立大学工業
高等専門学校

高橋 直也 機械工学

固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）における同一電極面内劣化分布の解
明．国際学会発表および国際学術誌に掲載．国内学会では2度発表．
2016年9月にニューメキシコ大学にて診断器に関する発表，10月に一般
社団法人日本機械学会（熱工学コンファレンス2016）にて発表予定．

奨励賞



平成28年度優秀学生顕彰 受賞者一覧

文化・芸術

分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

文化・芸術
東京造形大
学

杉本 大地 映画

監督、主演をした映画「あるみち」が第37回ぴあフィルムフェスティバルで
グランプリ。第28回東京国際映画祭へ招待上映。第66回ベルリン国際映
画祭に史上最年少で正式出品を果たす。その後、いくつかの海外映画
祭へ上映、上映予定。

大賞

文化・芸術
慶應義塾大
学

城内 香葉 作文・弁論

第11回日台文化交流青少年スカラシップ 作文部門 優秀賞
NRI学生小論文コンテスト2014 大学生の部 大賞
第60回文部科学大臣杯全国青年弁論大会 一般の部 最優秀賞 和歌
山県知事賞 他

大賞

文化・芸術
東京藝術大
学

藤原秀章 チェロ

ビバホールチェロコンクール第1位・聴衆賞。全日本学生音楽コンクール
チェロ部門大学の部第1位・日本放送協会賞。おきでんシュガーホール
新人演奏会オーディショングランプリ。東京音楽コンクール弦楽部門第2
位。

優秀賞

文化・芸術 立教大学 加藤 佑典 津軽三味線
第28回津軽三味線全日本金木大会において個人最高位部門であるA級
で優勝し、最高栄誉「仁太坊賞」を獲得。大学４年間におけるコンクール
では、個人最高位部門で４年連続６度の日本一に輝いた。

優秀賞

文化・芸術 関西大学 岡本 一樹 オセロ
第37回世界オセロ選手権大会 個人戦(無差別の部) 優勝第
37回世界オセロ選手権大会 団体戦 優勝
第42回オセロ全日本選手権大会 個人戦(無差別の部) 優勝

優秀賞

文化・芸術
東京造形大
学

三浦 優大
グラフィック
デザイン

八王子市の自治会のロゴマークコンペティションや日本学生BtoB新聞広
告大賞など、広告やポスター、ロゴマークなどの平面作品のコンテストに
おいて受賞しています。

優秀賞

文化・芸術
多摩美術大
学

釣瓶 昂右 デザイン
JAGDA学生グランプリ2015 優秀賞、東北おいしいパッケージデザイン展
2015 学生優秀賞、My japan award 2015 審査員賞、日本タイポグラフ
ィ年鑑2015 2016 入選等。

優秀賞

文化・芸術
関西学院大
学

松山直樹 落語

2016年2月岐阜県岐阜市で行われた「第13回全日本学生落語選手権・
策伝大賞」にて最高賞の策伝大賞を受賞。六代・桂文枝の提案による全
国大会で256名がエントリー。予選を突破した8名が約1400人の観衆を前
に落語を披露。

奨励賞

文化・芸術
武蔵野美術
大学

鈴木 菜央 詩
詩。現代詩の新人賞で最も歴史あるもののひとつとされる現代詩手帖賞
にて、第54回現代詩手帖賞 受賞。

奨励賞

文化・芸術
国立音楽大
学

田辺 彩 朗読

第45回 天野杯ドイツ語弁論大会 第1部 D.U.K杯（指定テキストを任
意に選択し、朗読を行う） 第2位。 第46回 天野杯ドイツ語弁論大会
第2部獨協大学学長杯（指定テキストを任意に選択し、2人一組で寸劇を
行う） 第1位。

奨励賞

文化・芸術
大阪モード学
園

高岩 明弘 ファッション
大阪スタイリングコンテスト優秀賞 受賞
インターカレッジキッズファッションコンテストKOBE準グランプリ 受賞

奨励賞

文化・芸術
小樽商科大
学

浅野貴広 珠算
平成２７年度全日本珠算選手権大会 フラッシュ暗算競技優勝、読上算
競技６位、読上暗算競技６位 入賞。平成２６年度全日本珠算選手権大
会 フラッシュ暗算競技２位 読上算競技４位 入賞。

奨励賞

文化・芸術
名古屋モード
学園

水野 七実 ヘアメイク
第２回CHA太市賞、第3回CHAベストセレクション賞、Ocappaフォトコンテ
スト才田とおる賞、ユーカリフォトコンテストグランプリ、SPCスタイリングコ
レクショングランプリ

奨励賞



平成28年度優秀学生顕彰 受賞者一覧

スポーツ

分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

スポーツ
日本女子体育
大学

畠山 愛理 新体操

第31回オリンピック競技大会 新体操 団体総合 8位ワール
ドカップベルリン大会 新体操 団体総合 優勝
第34回世界新体操選手権大会 新体操 団体種目別リボン3位第33回
世界新体操選手権大会 新体操 団体総合 8位

大賞

スポーツ 至学館大学 川井 梨紗子 レスリング
平成27年、世界選手権63㎏級第2位、天皇杯全日本選手権60㎏級優勝。平成28
年、アジア選手権63㎏級優勝、リオデジャネイロオリンピック女子レスリング63㎏
級金メダル獲得。

大賞

スポーツ 日本体育大学 髙木 美帆
スピードスケ
ート

スピードスケート。第26回ユニバーシアード冬季競技大会・優勝、第69回国民体育
大会冬季大会スケートアイスホッケー競技会・優勝、世界距離別スピードスケート
選手権大会・優勝、世界距離別スピードスケート選手権大会・準優勝、ワールドカ
ップ・優勝。

大賞

スポーツ 日本体育大学 青野 令 スノーボード

スノーボード、ハーフパイプ。2014年2月、ソチオリンピック・出場37位。2016年1
月、FISスノーボードワールドカップマンモスマウンテン大会・1
位。2016年2月、FISスノーボードワールドカップパークシティー大会・2位。2016年2
月、FISスノーボードワールドカップ札幌盤渓大会・1位。
2015.2016年シーズンFISスノーボードワールドカップ・総合優勝。

大賞

スポーツ 日本体育大学 樋口 黎 レスリング
2015年の国民体育大会で優勝し、12月の全日本選手権で同級初優勝。2016年3
月のオリンピックアジア予選で優勝し、オリンピック代表に内定。6月のパール国
際大会、ジオルコウスキ国際大会で共に優勝した。

大賞

スポーツ 日本大学 山田 優 フェンシング

2016年アジア選手権男子エペ団体優勝、2014年世界ジュニア選手権男子エペ個
人優勝、第17回仁川アジア競技大会男子エペ団体2位、2014年アジアジュニア選
手権男子エペ個人・団体優勝、2015年全日本選手権男子エペ団体優勝。 優秀賞

スポーツ 法政大学 床 亜矢可
アイスホッケ
ー

私はアイスホッケー日本代表選手としてオリンピック出場権を獲得し、2014年
のソチオリンピックに出場しました。その他にも冬季ユニバーシ
アード、トップディビジョンの世界選手権においても結果を残してきました。

優秀賞

スポーツ 早稲田大学 坂井 聖人 水泳

第12回パンパシフィック選手権200mバタフライで4位入賞した。第16回世界水泳選
手権大会200mバタフライで4位入賞した。ワールドカップ2015アジアシリーズで
100mバタフライ、200mバタフライ、1500m自由形で優勝した。 優秀賞

スポーツ 日本体育大学 子出藤 歩夢 スノーボード

スノーボード ハーフパイプ競技。2014ワールドカップ カドローナ大会・4 位。
第22回オリンピック冬季競技大会（2014/ソチ）・32位。 第27回ユニバーシアード
冬季競技大会･優勝。
FISスノーボードジャパンカップ2016・優勝。 第22回全日本スキー選手権大会スノ
ーボード競技・6位。

優秀賞

スポーツ 日本体育大学 土井畑 知里 トランポリン

トランポリン競技。2013ワールドカップシンクロ・第１位。全日本インカレ個人・第２
位、団体・第１位、大学対抗戦・第２位。全日本選手権個人・第５位、シンクロ・第１
位、団体・第２位。世界選手権個人・第２４位、シンクロ・第４位、団体・第６位。2016
年ワールドカップ個人・第６位。

優秀賞

スポーツ 信州大学 一戸 誠太郎 スケート
2014/2015Jr.W-cup3000m優勝、大学1・2年次インカレ5000m・10000m優勝2種目2
連覇、大学1年次全日本選手権総合２位、2016いわて国体
5000m優勝、大学1年次世界ジュニアTP3位

奨励賞

スポーツ
東京女子体育
大学

三浦 莉奈 新体操

〔新体操〕
第27回ユニバーシアード 団体総合3位、種目別2位第28回
ユニバーシアード 団体総合4位、種目別2位
2013年・2014年・2015年 全日本新体操選手権大会 団体総合優勝

奨励賞



分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

スポーツ 早稲田大学 香山 芳美 レスリング

レスリング 平成２６年全日本女子オープンレスリング選手権大会 ６０㎏級 優
勝。平成２６年天皇杯全日本選手権大会 ６０㎏級 ３位。平成２７年アジア選手
権 ６０㎏級 ２位。平成２７年世界ジュニア選手権 ５９㎏級 ２位。平成２７年全
日本学生レスリング選手権大会 ６３㎏級 １位

奨励賞

スポーツ 早稲田大学 加藤 修也 陸上
日本国内で開催される日本選手権や全日本インカレなどの国内の大会で上位成
績を収めるのはもちろんのこと、国際大会でも何度も上位入賞、表彰台に上るなど
日本の陸上界を盛り上げた。

奨励賞

スポーツ 大阪体育大学 山本 沙羅 柔道
柔道。2015年ユニバーシアード（無差別級）個人３位・団体戦優勝、2015 年全日
本学生体重別・優勝、2015年講道館杯5位、2016年学生体重別3 位 奨励賞

スポーツ 日本体育大学 足立 聖弥 水泳
水泳・水球。第16回世界水泳選手権大会・13位、アジア選手権 兼 リオオリンピ
ックアジア大陸選手権大会予選・優勝、ワールドリーグインターコンチネンタルトー
ナメント・4位、第31回オリンピック競技大会・出場。

奨励賞

スポーツ
東京女子体育
大学

秋元 菜穂 ソフトボール
東アジアカップ：平成２６年、２８年は大学日本代表、平成２７年はＵ２４－Ｂ（ＴＡＰ
－Ｂ）日本代表として出場。全日本大学ソフトボール選手権大会：大学１年次より４
年連続出場、３年次ベスト８。

奨励賞

スポーツ
東京女子体育
大学

藤川 彩夏
聴覚障害者
競泳

聴覚障害者競泳。第4回世界ろう者水泳選手権大会100mバタフライ・2位(日本新
記録)、第8回アジア太平洋ろう者競技大会50m100mバタフライ・1 位 奨励賞

スポーツ 麗澤大学 荒谷 友碩 太極拳
武術太極拳。第32回全日本武術太極拳選手権大会 自選難度競技の部男子太極
拳・第1位、男子太極剣・第1位 第13回世界武術選手権大会
男子太極拳・第2位、男子太極剣・第2位

奨励賞

スポーツ 鹿屋体育大学 山本 大喜 自転車競技

全日本学生個人ロードタイムトライアル自転車競技大会、二連覇。全日本選手権
個人ロードタイムトライアル自転車競技大会、優勝及び2位、
2016年アジア自転車競技選手権大会、個人タイムトライアル男子U23の部に日本
代表で出場し３位入賞。

奨励賞

スポーツ 早稲田大学 多胡島伸佳 レスリング
大学２年時において全日本学生選手権（インカレ）２冠を達成。大学３年時には
国民体育大会にて優勝。同年１２月には天皇杯全日本選手権優勝。大学４年時
には明治杯全日本選手権にて優勝。

奨励賞

スポーツ 至学館大学 角谷 萌々果 レスリング

平成27年、ジュニアクイーンズカップレスリング選手権51㎏級優勝、全日本ジュニ
ア選手権51㎏級優勝、世界ジュニア選手権51㎏級第5位。平成28年、アジア選手
権55㎏級第5位、明治杯全日本選抜選手権55㎏級第2 位。 奨励賞



平成28年度優秀学生顕彰 受賞者一覧

社会貢献

分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

社会貢献 長野大学 高原慶伍 地域活性化
長野県上田市の古民家に自分自身が居住ながら改修を行い、地域の
人々との交流を進めると同時に、イベント企画活動を通じて地域へ若者
の来訪し、協働する機会を創出。

大賞

社会貢献 東洋大学 高木一樹
掛け算九九
の歌作成
（ラオス）

ラオス史上初「かけ算九九のうた」を現地の教員・生徒・僧侶と共同で制
作。歌を15日間使用した小学1年生のうち、9割の生徒が満点を取得。そ
の後九九のうたの映像授業を作成し、838名の現職小学校教員に授業
を実施。

大賞

社会貢献 早稲田大学 森山健太
農家プロ
デュース

本物の魅力を持った「農家」と、情報発信に優れた「大学生」がタッグを
組み、一次産業従事者のステータスをあげる活動。（当時無名のたけの
こ農家の右腕ライターとなり、1年かけて、全国TVのレギュラーの座を射
止めた）

奨励賞

社会貢献 中央大学 重里 昴江 防災

気仙沼市にて漁業支援や仮設移転のボランティア活動を継続して取り
組んできた。また、国連世界防災会議等の防災イベント等に参加し、活
動報告にも注力した。その結果、中央大学学員会会長賞受賞につな
がった。

奨励賞

社会貢献 関西大学 小泉 遼 防災

地域防災活動や防災教育活動の分野で、学生の視点を生かして数々の
活動を展開しています。小学生と共同制作した「防災ラジオドラマ」のコ
ンテストでは、初エントリーで全国優勝を果たしました。また、校内放送を
活用した防災教育支援活動では、ぼうさい甲子園の「教科アイデア賞」を
受賞しました。さらに、「次世代防災研究者連盟」の幹事として、他大学の
学生と共に、地域防災力向上に貢献する取り組みを継続しておこなって
います。

奨励賞



平成28年度優秀学生顕彰 受賞者一覧

産業イノベーション・ベンチャー

分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

産業・イノ
ベーション・
ベンチャー

東京都立産
業技術高等
専門学校

服部 司
産業デザイ
ン

産業デザインを中心とした分野のコンテストにおいて、5つの賞を受賞し
ました。全国高等専門学校デザインコンペティション2015では最優秀賞
を受賞し、作品に用いた機構は特許出願することができました。

大賞

産業・イノ
ベーション・
ベンチャー

立命館大学 加藤 亜利紗 観光

甲賀らしさをどのように観光客にインセンティブとして還元できるのか、フ
ィールドワークから調査し、忍者を核とした着地型観光のプランとして提
案した「環びわ湖大学地域交流フェスタ2015」で活動奨励賞を受賞した。

奨励賞



平成28年度優秀学生顕彰 受賞者一覧

国際交流

分野 学校名 氏名 区分 業績要約 表彰

国際交流 大阪大学 鳥羽山 良平
国際交流イ
ベント企画・
運営

箕面市国際交流協会にて国際交流イベントを企画・運営し、市民約200
人にイベントを通し国際理解教育を行った。また国際交流基金による日
本語パートナーズ事業では、タイ王国にて生徒225人に日本語授業・文
化体験を通し、身近に日本を感じてもらった。また主催として大阪大学タ
イ語専攻の学校訪問およびホームステイプログラム・ルアムジャイの学校
訪問を実現させ日タイ国際交流を促進した。

優秀賞

国際交流
国際基督教
大学

村井 咲絵
日米学生会
議

日本最古の国際的な学生会議「日米学生会議」の第67回日本側実行委
員会に選出。
開催地の1つである広島開催リーダーを務める。被爆70周年の広島平和
記念式典に、日米の参加者70名全員を参列させることに尽力した。

優秀賞

国際交流 早稲田大学 吉村 奏
NPO団体で
のインター
ン経験

ニューヨークのNPO団体から、シニアセンターでのインターンに対する感
謝状を頂いたことと、制作した広報映像がニューヨーク市の政府機関の
Facebookに掲載されたこと。その他、留学と卒業研究の際の国際交流
に関する活動。

奨励賞

国際交流 上智大学 常井裕輝
海外プロ
ジェクト（マ
レーシア）

マレーシアの企業、政府を巻き込んだプロジェクトの実行 奨励賞


