
 

 

2021年 02月 08日 

 

選考の経緯について 

神戸女学院大学 

 

今回のコンクールにおいては、全国 152校より 930作品もの応募がありました。 

 

応募された作品については、本学教員等による一次選考ののち、出版翻訳者である増田沙奈氏 

（神戸女学院大学文学部英文学科卒業生）をまじえた二次選考をおこない入賞者を決定しました。 

 

下記は、入賞候補として最後まで残った作品です。該当の生徒様にはぜひお伝えいただき、今後の参考とし

ていただければ幸いです。（学校名のみ、本学ウェブサイト上でも公表しております。） 

 

都道府県 学校名 

千葉県 市川高等学校 

千葉県 市原中央高等学校 

東京都 広尾学園高等学校 

神奈川県 洗足学園高等学校 

神奈川県 慶應義塾湘南藤沢高等部 

岐阜県 岐阜県立岐山高等学校 

愛知県 愛知県立尾北高等学校 

大阪府 四天王寺高等学校 

兵庫県 芦屋学園高等学校 

兵庫県 兵庫県立加古川東高等学校 

長崎県 海星高等学校 
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神戸女学院大学

北海道 旭川藤星高等学校 神奈川県 鎌倉女学院高等学校 兵庫県 滝川第二高等学校

北海道 市立札幌清田高等学校 神奈川県 横浜市立横浜商業高等学校 兵庫県 兵庫県立播磨農業高校

北海道 北星学園大学附属高等学校 神奈川県 関東学院高等学校 兵庫県 兵庫県立豊岡高等学校

青森県 青森県立青森高等学校 神奈川県 洗足学園高等学校 兵庫県 芦屋学園高等学校

青森県 八戸聖ウルスラ学院高等学校 神奈川県 慶應義塾湘南藤沢高等部 兵庫県 兵庫県立姫路工業高等学校

岩手県 盛岡スコーレ高等学校 新潟県 新潟明訓高等学校 兵庫県 兵庫県立兵庫高等学校

宮城県 仙台白百合学園高等学校 新潟県 新潟県立燕中等教育学校 兵庫県 兵庫県立芦屋国際中等教育学校

宮城県 宮城県古川黎明高等学校 山梨県 山梨県立山梨高等学校 兵庫県 甲子園学院高等学校

宮城県 宮城県宮城第一高等学校 長野県 長野県松本深志高等学校 兵庫県 兵庫県立加古川東高等学校

宮城県 宮城県仙台第三高等学校 長野県 長野清泉女学院高等学校 兵庫県 甲南高等学校

秋田県 秋田県立大曲高等学校 長野県 長野県立屋代高等学校 兵庫県 神戸大学附属中等教育学校

山形県 山形県立山形北高等学校 長野県 飯田女子高等学校 兵庫県 姫路市立飾磨高等学校

福島県 福島県立あさか開成高等学校 岐阜県 岐阜県立岐山高等学校 兵庫県 西宮市立西宮高等学校

福島県 福島県立福島南高等学校 岐阜県 聖マリア女学院高等学校 兵庫県 兵庫県立北須磨高等学校

福島県 松韻学園福島高等学校 静岡県 加藤学園暁秀高等学校 兵庫県 関西学院高等部

茨城県 茨城県立古河中等教育学校 静岡県 静岡県立榛原高等学校 兵庫県 西宮市立西宮東高等学校

茨城県 茨城県立下妻第一高等学校 静岡県 静岡県立三島北高等学校 兵庫県 須磨学園高等学校

茨城県 大成女子高等学校 静岡県 浜松学芸高等学校 奈良県 天理高等学校

茨城県 常総学院高等学校 静岡県 静岡雙葉高等学校 奈良県 奈良学園高等学校

茨城県 智学館中等教育学校 静岡県 常葉大学附属菊川高等学校 奈良県 奈良育英高等学校

茨城県 常磐大学高等学校 愛知県 至学館高等学校 和歌山県 日高高等学校

茨城県 江戸川学園取手高等学校 愛知県 聖霊高等学校 和歌山県 和歌山信愛高等学校

栃木県 栃木県立足利女子高等学校 愛知県 南山国際高等学校 和歌山県 和歌山県立田辺高等学校

群馬県 群馬県立前橋東高等学校 愛知県 中京大学附属中京高校 島根県 キリスト教愛真高等学校

埼玉県 埼玉県立春日部女子高等学校 愛知県 愛知県立安城東高等学校 岡山県 岡山学芸館高等学校

埼玉県 聖望学園高等学校 愛知県 名古屋市立緑高等学校 岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校

埼玉県 さいたま市立浦和高等学校 愛知県 愛知県立尾北高等学校 岡山県 岡山高等学校

埼玉県 埼玉県立大宮光陵高等学校 愛知県 愛知県立時習館高等学校 岡山県 岡山県立倉敷天城高等学校

埼玉県 開智高等学校 愛知県 名古屋市立桜台高等学校 岡山県 明誠学院高等学校

千葉県 市川高等学校 愛知県 名古屋市立名東高等学校 岡山県 岡山県立津山東高等学校

千葉県 市原中央高等学校 愛知県 清林館高等学校 岡山県 岡山県立玉島高等学校

千葉県 渋谷教育学園幕張高等学校 三重県 高田高等学校 広島県 広島修道大学ひろしま協創高等学校

千葉県 昭和学院秀英高等学校 三重県 皇學館高等学校 広島県 広島県立三次高等学校

東京都 日本大学豊山女子高等学校 京都府 花園高等学校 広島県 広島県立尾道東高等学校

東京都 東京純心女子高等学校 京都府 京都府立南陽高等学校 広島県 広島県立広島高等学校

東京都 法政大学高等学校 京都府 洛南高等学校 広島県 AICJ高等学校

東京都 成蹊高等学校 京都府 京都聖母学院高等学校 広島県 広島県立賀茂高等学校

東京都 東京都立松が谷高等学校 京都府 一燈園高等学校 広島県 呉青山高等学校

東京都 東京都立桐ヶ丘高等学校 大阪府 城南学園高等学校 広島県 広島なぎさ高等学校

東京都 東京都立北園高等学校 大阪府 大阪高等学校 広島県 安田女子高等学校

東京都 江戸川女子高等学校 大阪府 関西学院千里国際高等部 山口県 宇部フロンティア大学付属香川高等学校

東京都 八王子学園八王子高等学校 大阪府 アサンプション国際高等学校 山口県 野田学園高等学校

コンクール参加申込校一覧表

今回のコンクールにおいては、全国より180校の参加申し込みがあり、うち152校より930作品のご応募をいただきまし
た。この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。



東京都 関東国際高等学校 大阪府 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 徳島県 徳島県立脇町高等学校

東京都 東京都立小山台高等学校 大阪府 大谷高等学校 徳島県 徳島県立城東高等学校

東京都 晃華学園高等学校 大阪府 四天王寺高等学校 香川県 香川県立高松東高等学校

東京都 渋谷教育学園渋谷高等学校 大阪府 関西大学第一高等学校 愛媛県 今治明徳高等学校矢田分校

東京都 東京都立両国高等学校 大阪府 ルネサンス大阪高等学校 愛媛県 愛媛県立伊予高等学校

東京都 玉川学園高等部 大阪府 四條畷学園高等学校 沖縄県 沖縄県立具志川高等学校

東京都 富士見高等学校 大阪府 大阪府立岸和田高等学校 熊本県 ルーテル学院高等学校

東京都 麻布高等学校 大阪府 大阪府立柴島高等学校 鹿児島県 鹿児島修学館高等学校

東京都 早稲田実業学校高等部 大阪府 大阪府立千里高等学校 鹿児島県 鹿児島育英館高等学校

東京都 広尾学園高等学校 大阪府 高槻高等学校 鹿児島県 鹿児島県立大島高等学校

東京都 日本大学第二高等学校 大阪府 大阪府立八尾高等学校 鹿児島県 鹿児島実業高等学校

東京都 国際基督教大学高等学校 大阪府 大阪府立三国丘高等学校 長崎県 海星高等学校

東京都 開智日本橋学園高等学校 大阪府 大阪市立工芸高等学校 長崎県 活水高等学校

東京都 東京都立新宿山吹高等学校 大阪府 関西インターナショナルハイスクール 福岡県 一ッ葉高等学校　福岡キャンパス

東京都 富士見丘高等学校 大阪府 大阪府立天王寺高等学校 福岡県 近畿大学附属福岡高等学校

神奈川県 鶴見大学附属高等学校 兵庫県 神戸女学院　高等学部 福岡県 九州国際大学付属高等学校

神奈川県 聖ヨゼフ学園高等学校 兵庫県 兵庫県立阪神昆陽高等学校 福岡県 福岡工業大学附属城東高等学校

神奈川県 相模女子大学高等部 兵庫県 兵庫県立宝塚高等学校 福岡県 中村学園女子高等学校

以上


