襷

Th

高校生 ビジネスプラン
グランプリ
2013 - 2017

e

m

ir a

cle

m
of I

a gin a ti o n.

この 6 分のために、
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1年間 頑張ってきた
高校生ビジネスプラン・グランプリ最終審査会のプレゼンテーションに与えられる時間は、わずか6分。
高校生たちは、その6分間のために1年間努力を重ね、グランプリをめざす。
でも、彼らは気づいているはず。
グランプリよりもすばらしい何かが、心のなかで輝き始めていることを。
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未来の自分は、
輝いているか! ?
高校生ビジネスプラン・グランプリの参加者たちが、
未来の自分にあてたメッセージ
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高校生ビジネスプラン・グランプリ
High School Student Business Plan Grand Prix
日本政策金融公庫が主催する『高校生ビジネスプラン・グランプリ』は
若者の創業マインド向上を目的とするビジネスプランコンテストです

活力ある日本を創り、地域を活性化するためには、次世代を担う若者の力が必要です。

◎エントリー数の推移

日本政策金融公庫は2013年度から、
日本の未来を担う若者の創業マインド向上を目的

2,662件
2,333 件（324校）
（264校）

に、全国の高校生を対象とした高校生ビジネスプラン・グランプリを開催しています。
高校生ビジネスプラン・グランプリは、これからの時代に求められる「主体的・対話的で

1,717件
1,546件（207校）
（151校）

深い学び」の実現に役立つ施策として、全国の高等学校から注目を集めています。エントリー
数は年々増加し、2017年度（第5回大会）
は3,247件（385校）
と、過去最多を記録しました。

応募資格

募集内容

3,247件
（385校）

全国の高等学校（中等教育学校後期課程を含む）の
生徒からなるグループまたは個人

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

若者ならではの自由な発想や創造力を生かしたプラン

人々の生活や世のなかの仕組みをより良いものに変えるビジネスプラン
地域の課題や環境問題などの社会的な課題を解決するビジネスプラン

※商品化が完了し、継続的に売り上げがあるなど、既に事業化しているものは対象外です（試験販売や試作品製造は除く）。
※他のコンテストで受賞したプランと同様のプランでも応募が可能です。

ビジネスプランの例

人々の生活を
より良いものに変えるプラン
子ども連れの方に快適な移動手段を提供する鉄道
会社とコラボした、専用車両導入による託児サービス

世のなかの仕組みを
より良いものに変えるプラン
海外におけるデング熱の予防策として、現地の
材料を用いて蚊除けグッズを開発・販売

地域の課題を
解決するプラン
衰退する棚田の再興を目的とした、棚田専用稲刈機
の製造・販売と棚田米のブランド化

ビジネスプランの項目と審査のポイント
POINT

1

POINT

2

商品・サービスの内容

顧客

商品・サービスに高校生ならで
はの豊かな発想や着眼点がある
か。人々の生活や世のなかの仕
組みの改善、または地域・社会
に貢献する事業内容であるか。

ニーズを把握し、具体的な顧客
（ターゲット）
を想定しているか。
販売方法や広告・宣伝方法が
具体的で、商品・サービスの内
容とマッチしているか。

POINT

3

POINT

4

必要な経営資源

収支計画

必 要な経 営 資 源
（ヒト、モノ、技術や
ノウハウ）などが 考
慮されているか。

ビジネスを継 続
できるだけの売
り上げ・利 益が
見込めるか。

最終審査会では、
「プレゼンテーション力」も審査の対象となります。
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スケジュール
［ 7月～9月 ］

金融のプロがビジネスプランの
作成を無料でサポートします！

4月〜10月 出張授業実施

エントリー（応募登録）

〈出張授業〉
日本政策金融公庫では、職員が全国の高校を訪問し、
無料で出張授業を実施しています。ビジネスの基礎知
識を学ぶ「 基礎編 」、
ビジネスアイデアの発想法などを
学ぶ「 中 級 編 」、実 践 的なプラン作 成のポイントや収
支計画の立て方を学ぶ「実践編」、
ビジネスプランのブ
ラッシュアップやビジネスプラン発表会など、多彩な講
義内容でビジネスプラン作成をサポートします。

［ 10月 ］

ビジネスプランシート提出

［ 12月 ］

ファイナリスト（最終審査会参加者）発表

［ 1月 ］

※出張授業をご希望の際は、
「出張授業申込書」の提出が必要です。
申込書の様式及び提出先は、高校生ビジネスプラン・グランプリのホー
ムページをご確認ください。

最終審査会・表彰式
※最終審査会・表彰式への参加には、教員の引率が必要です。

※出張授業の実施は、原則、先着順となります。申込書
をご提出いただいた場合でも出張授業を実施できないこ
とがあります。あらかじめご了承ください。

※交通費など最終審査会・表彰式への
参加費用
（教員１名・生徒３名まで）
を日本公庫が負担します。

ファイナリスト10組による最終審査会で
グランプリを決定します！
グランプリ

準グランプリ

奨 励金

奨 励金

20万円

10 万円

審査員
特別賞

奨 励金

5万円

その他の表彰
優秀賞
奨 励金

2 万円

高校生
ビジネスプラン
ベスト100

学校賞

〈 会 場 〉東京大学伊藤謝恩ホール
（東京都文京区）

東京大学伊藤
謝恩ホール
（左）
と、最終審査会
の様子（上）

〈 特別講演 〉起業家または有識者が、起業の意義や、社会で必要となる
力について講演します。
ファイナリスト同士や審査員との親睦を
〈 交流会 〉最終審査会終了後、
深めるための交流会を開催します。
〈 審査員 〉大学教授、起業家、起業教育関係者など

応募方法・提出書類

1

STEP
高校生ビジネスプラン・グランプリの
（応募登録）
ホームページからエントリー
（担当教員によるID発行が必要となります）

［ お問い合わせ先 ］

日本政策金融公庫
「高校生ビジネスプラン・グランプリ」運営事務局

grandprix@jfc.go.jp
03-3270-1385

2

STEP
ビジネスプランシートを提出

（ビジネスプランシートにて選考を行います）
※ビジネスプランシート等の応募書類は、高校生ビジネスプラン・
グランプリのホームページよりダウンロードできます。
※ Web上での応募登録等が困難な場合は、郵送またはメール
での提出が可能です。

「高校生ビジネスプラン・グランプリ」ホームページ

https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/
日 本 公 庫 グランプリ
最新・詳細情報などをご覧いただけます。

注意事項
● ご提供いただいた情報及び今後ご提供いただく情報の利用目的は、

次のとおりです。

（1）ご本人の確認
（2）応募の受付、審査及び審査結果の通知・発表※
（3）アンケートの実施等による調査・研究及び参考情報の提供
●

複数の高校の生徒で構成されたグループによる応募も可能です。

●

応募プランが本グランプリの過去の受賞プランに類似していると日本
公庫が認めた場合は、表彰の対象とならない可能性があります。

●

審査についての個別の問い合わせには対応いたしません。

●

応募用紙などの返却はいたしません。

●

虚偽の事実や盗用などが判明した場合は、結果発表後であっても受賞
を取り消すことがあります。

●

応募プランに関する特許権などの知的財産権取得については、必要に
応じてあらかじめ応募者が行ってください。

※ご提供いただいた情報（学校名、グループ名、応募者氏名、プラン概要、
ビジネスプランシートの内容等）
をホームページなどで公表することがあります。
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高 校 生 たちの 挑 戦

事例紹介
P.10 事例 1

北海道士幌高等学校

P.14

事例 2

和歌山県立神島高等学校

P.18

事例 3

専修大学附属高等学校

P.20 起業事例 1

小川 嶺さん

P.22 起業事例 2

望月まいさん
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高校生たちのビジネスプランには、大人では考えつかない斬新なアイデアが満ちている。
それらは、ときとして学校や地元の企業、
自治体をも巻き込むプランへと成長する。
特産品の活用で地域活性をめざす2つの事例、社会の課題に新たな視点で取り組んだ事例、
そして、高校生ビジネスプラン・グランプリの参加を機に起業を選択したOBとOGを紹介する。
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事 例

1

北海道士幌高等学校

「ヌプカの雪解け」
には、
先生と生徒の夢、
支援者の思いと士幌の未来が詰まっている
し

ほ ろ

北海道士幌高等学校
北海道河東郡士幌町字上音更 21-15

農業経営と農業の多面的な機能を学ぶアグリビジネス科と、
食品加工・流通に関する基礎を学ぶフードシステム科を設置。
町立学校の特色と魅力を生かした体系的農業教育を展開。

ハムやソーセージなどの食肉加工品、野菜や果実、乳製品の製造を
通して、町の魅力発信に取り組む士幌高校の生徒のみなさん

（前列左から）
乳加工専攻班の前塚妃夏さ
ん、大西杏奈さん、
（後列左から）岡𥔎美桜
さん、山田詩衣菜さん、佐藤真那さん

物語は、北海道のほぼ真ん中に位置す

プロジェクトに応募。見事に採択され
て、帯広信金の支援を受けることが決ま

る北海道士幌高等学校（以下、士幌高

「この学校に赴任した当時の生徒たち

校）から始まった。この農業高校の生

は、まるで自分の高校時代を見ているよ

徒たちが作るヨーグルトは、フレッシュ

うでした。
『なんかおもしろくない』と、

で濃厚な味わいで、販売時には長蛇の列

積極的に行動しようとしない。たくさん

クリームチーズやメレンゲを加えた生地

ができる人気商品。しかし、ヨーグルト

の可能性を持っているのに、それを発揮

に、学校で栽培した小果樹シーベリー

は保存期間が短く、柔らかな形状ゆえ輸

できず無気力になっている。彼らのため

のジャムをのせた、新生「ヌプカの雪解

送が困難で、町外に広まることはほとん

に何かできることはないかと考えていた

け」が誕生した。商品開発からネーミン

どなかった。そこで、高校生たちが食品

ときに出合ったのが、帯広信用金庫（以

グ、パッケージまで、すべて乳班メン

製造で学んだ知識から導き出したアイデ

下、帯広信金）のプロジェクトでした」

バーの発案による商品だ。

アが、冷凍保存をしても味が落ちない水
切りヨーグルトだった。
士幌高校フードシステム科乳加工専

帯広信金の支援を受けて
新生「ヌプカの雪解け」が完成

り、商品開発がスタートした。
そして2016年、水切りヨーグルトに

新雪のように真っ白で、ふわふわの食
感、口に入れると一瞬で溶ける新食感ス
イーツ「ヌプカの雪解け」は、道の駅

攻班（以下、乳班）の生徒たちは、実

帯広信金は2011年、おびしん金融

などで販売すると即完売するほどの人気

習のなかで、水切りヨーグルトをベース

経済教育プログラム「地元高校生によ

商品となった。八鍬先生と生徒たちはこ

にした商品開発に取り組み、4年前の卒

る十勝の未来づくり応援プロジェクト」

の成果をまとめ、2017年に開催された

業生の代に「ヌプカの雪解け」が誕生

を立ち上げ、地元の大学や企業と連携

日本学校農業クラブ北海道連盟「第68

した。以来、
後輩たちが伝統を受け継ぎ、

して高校生を支援する活動に取り組ん

回全道実績発表大会」にエントリーし

商品の改良と生産に取り組んでいる。

でいた。2013年、八鍬先生は、水切り

た。試食したプロのバイヤーから高い評

ヨーグルトを使ったスイーツ作りで同

価を受けた「ヌプカの雪解け」の実績

そんな乳班を指導するのが、自身も農
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や く わか ず や

業高校出身の八鍬 応野先生だ。

「ヌプカの雪解け」は、生徒たちが一つ
ひとつ丁寧に手作りする。味のバリエー
ションは、プレーン、酸味に特徴のある
シーベリー、甘酸っぱいハスカップ

赴任して以来、精力的に
町役場や企業を飛び回
り、生 徒たちの活 動を献
身的に支え、高校生ビジ
ネスプラン・グランプリ応
募のきっかけをつくった。
乳加工専攻班のメンバー
にとってよき相談相手だ

乳 加 工 専 攻 班にとって、
牛の世話も大切な役目だ

生徒たちが空港や道の駅で直接販売することも。
「ヌプカ
の雪解け」
は、
あっという間に完売する人気商品だ

八鍬 応野 教諭

があれば、必ず最優秀賞を取れるはずと

画を見た生徒からは、
「やばいね」
「こん

季節はめぐり、あっという間に冬を迎

意気込んで臨んだ。しかし、結果は優秀

なの、できるの？」というささやき声が

える。雪が降り積もるなか、生徒たちは

賞。あと一歩、夢に手が届かなかった。

聞こえてきた。

冬休みも朝8時に登校し、プレゼンの資

「自分たちがやってきたことは間違いな
いと思っていたのに、結果が出なくて本
当に悔しかった」と、2年生で発表会に
参加した阿部楓さんは当時を振り返る。

寒さ厳しい冬休みも登校し
プレゼンの資料づくりに励んだ
乳班のメンバー13名によるビジネス

料づくりに励んだ。次なる目標は、2月に
行われる第69回全道実績発表大会だ。

地域支援を本業と位置づける
帯広信用金庫

審査員からは、
「いい商品だが、地域の

プランづくりが始まった。これまでの

課題解決への貢献という視点が欠けてい

反省点を生かし、地域に貢献する事業

る」と辛口のコメントをつきつけられた。

性を示すため、生産コストを割り出し、

「生徒たちの頑張りを無駄にしたくな

価格、販売ルート、PR 方法、事業リス

い。この挫折をバネに変える方法はない

クなどを検討。生徒たちは何度も計算を

か」と八鍬先生は悩んだ。そのとき、偶

繰り返し、毎月1,000個を生産・販売

然目にしたのが、日本公庫の「第5回高

すれば5人分の人件費が生まれ、地域の

もらうため地元企業を紹介したり、同金庫

校生ビジネスプラン・グランプリ」の

雇用に貢献できるという具体的なビジネ

主催の相談会に参加してもらったり、一部

チラシだった。八鍬先生は乳班のメン

スプランをつくり上げた。

まなかたちの支援を行った。

バーを集め、
「これに参加するぞ」
と宣言。

「地域発展のために設立された協同組
織金融機関として、十勝の経済振興に尽
力することは、われわれの本業であり、責務
です」
と帯広信金の秋元氏。
帯 広 信 金はこの理 念に基づき２０１１
年、高校生の活動を支援する「十勝の未
来づくり応援プロジェクト」
を立ち上げた。
士幌高校乳班には、衛生管理等を学んで

活動資金を助成するなどして、3年間さまざ

しかし、高校生ビジネスプラン・グ

夏休みになると、日本公庫の職員が学校

ランプリの結果は、ベスト100に選ば

を訪れ、高校生ビジネスプラン・グラ

れたものの、最終審査会への切符を手に

ンプリの説明を行った。前回大会の動

することはできなかった。

帯広信用金庫
常務執行役員
地域経済振興部長

秋元和夫 氏
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事例 1 北海道士幌高等学校

インタビューに答えてくれた乳加工専攻班のメンバー
（後列3人）
と八鍬先生、OGの阿部さん
4月に誕生した（株）CheerS。
左から、社 員の林 一 平さんと
阿部楓さん、亀野倫生さん

“町の宝”を育てる

チアーズ

株式会社CheerS

士幌高校
（左）
に隣
接する士幌町食品
加工センター（下）
は、生 徒たちの 実
習の場としても活用
されている

「ヌプカの雪解け」
を、士幌町だけでなく全道、全国へ広げていく役割を担うの
が、株式会社CheerSだ。士幌町が主体となり、地元企業や団体、個人ら有志
の出資を受けて2018年4月、第3セクター形式で設立された。目的は、“町の
宝”である農作物と人材を育て、町を活性化すること。士幌高校と連携し、十勝
の資源を生かした新商品の企画・開発・生産・販売、
さらに次世代農業の実験
および実践、
そして町の将来を担う人材の育成に挑む。
「設立したばかりで大変なこともあるけれど、士幌高校の商品をアピールして、
町に貢献できる会社にしたい」
と意気込みを話すのは、士幌高校を卒業後、同
社に入社した阿部さん。士幌町産業振興課の亀野倫生氏は、
「 会社のシンボル
マークは、
自分が誰かを応援する、誰かが自分を応援する旗です。この旗が町に
たくさん立ち、
いずれは全国へ広がることを願っています」
と、今後を展望する。

「本音を言うと、冬休みまで学校で資
料を作るなんて嫌でした。でも、先輩や
友だちが一生懸命なのを見ていたら、
『自

がる。
「私も CheerS に就職して、ヌプ
カを全国に販売し、士幌町の魅力を伝
えたいです」と岡𥔎美桜さん。
「あの経

分もやらなくちゃ』って思えてきて。あ

先生と生徒たちの思いは、町をも動か

験で自分は作ることが好きなんだと気づ

んなに一生懸命みんなで何かに取り組む

した。2018年4月、
「ヌプカの雪解け」

きました。卒業後は食品工場で働きたい

なんて、これまでにないことでした」と

を生産・販売する受け皿として、町役

です」と前塚妃夏さん。
「いつか他の国

チアーズ

場が主導して株式会社 CheerS が設立

にも『ヌプカの雪解け』のおいしさが認

努力のかいあって、第69回全道実

された。
「この会社の目的は、単に商品

められ、士幌町や士幌高校のことを、世

績発表大会に参加した乳班メンバーは、

を生産・販売することではなく、地域の

界の人に知ってもらいたい」と話すのは

士幌高校として9年ぶりの快挙となる最

資源を活用しながら未来の町づくりを担

佐藤真那さんだ。

優秀賞を獲得し、念願の全国大会出場

う人材を育てることにあります。士幌高

山田詩衣菜さん。

ほじょう

「生徒たちは、全道実績発表大会や高

校と連携し、同校の加工施設や圃場を

校生ビジネスプラン・グランプリへの

「最初に『ヌプカの雪解け』を作るこ

学びの場として教育と企業が共創しなが

参加により、自分たちのやってきたこと

とになった時は、
『なに、
それ？』って思っ

ら、新商品の開発や未来型農業を生み

の意味を証明する機会を得ました。普段

ていたんです。でも、発表会のメンバー

出し、地域活性の仕組みを創造すること

やっていることが全国に通用するんだと

に選ばれて、みんなで毎日頑張って、最

をめざします」と、士幌町 産業振興課

自信を持ってもらえたなら、これほどうれ

優秀賞を取れました。今は、先生、先輩、

の亀野倫生氏は話す。

しいことはありません」
と、八鍬先生は誇

を果たした。
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地域活性をめざすCheerS誕生
思いは未来へ続く

みんなにすごく感謝しています」と大西

「ヌプカの雪解け」を自分の手で育

らしげだ。乳班のメンバーが日々研究を

杏奈さん。前年度に悔しい思いをした阿

てたいと考えた阿部さんは高校卒業後、

重ねる
「ヌプカの雪解け」
は、これからも

部さんは「涙も出ないくらいうれしかっ

CheerS に入社し、現在は商品の開発・

進化を続け、周囲を巻き込みながら士幌

た」と話す。

販売に携わっている。後輩たちの夢も広

の魅力を全国に発信していくに違いない。

未知数の可能性を秘めた高校生たちへ
審査員からのメッセージ

「起業家精神を持った人材の育成に期待」

Selfwing Vietnam Co.,Ltd.
CEO

平井由紀子 氏
幅広い層を対象に、
大学と共同研究をした独自
プログラムを展開。2008年、
教育分野として初
の「中小企業庁長官表彰」
を受ける。
ベトナム
ダナン市を
「日本の教育学園都市に」
を目標に
教育事業を展開中。

高校生たちにとって、高校生ビジネスプラ

ランプリで、彼ら彼女らが目指すべき “ 甲子

ン・グランプリへの参加は、学習の場であ

園 ” を実現してくれました。そして、“ 甲子園 ”

るとともに、ビジネスを通じて「大人」として

で活躍した起業家の卵が、ここにきて次々

評価を受け、それが時に厳しくても、そこから

と孵化しようとしています。 今後は、さらに多

さらに真剣に悩み、考え、新しいアイデアを

くの起業家と起業家精神を持った人材の育

考える貴重な場であると考えます。

成の場になると信じています。

家庭では子ども、社会では生徒。いつも

高校生ビジネスプラン・グランプリが早期

大人から与えられ、守られ、助けられていた

起業家教育と、実際の起業を橋渡ししてくだ

彼ら彼女らが、自分のビジネス、知恵、努

さる貴重な場であることに、心から感謝して

力で、「 世界や地 域の問 題を解 決できる」

います。この取り組みを通して力をつけた人

ということを実感し、自分たちに誇りと自信を

材の「起業」をお手伝いさせていただければ、

持てる本当にすばらしい場です。
日本公庫は、高校生ビジネスプラン・グ

早期起業家教育の研究・実践をしている者
として、こんなにうれしいことはありません。

「地方創生と高校生たちの活躍はリンクする」
高校生ビジネスプラン・グランプリは、チー

第1回大会から審査員を務めていますが、

ムでまとまって、学校や先生方がしっかりサ

特に印象に残っているのは、第 5 回大会で

ポートされて勝ち上がってくるところと、個人

グランプリを受賞した市川高校です。 都会

でエントリーしてくれている人たち、それぞれに

の高校生が、地域を支援するモノづくりに

進化が起きてきていて興味深いです。 私は、

挑戦しているわけですが、ある意味、ロボット

NPO法人ETIC.

両方とも意味があると思っています。 前者の

コンテストとは違うリアリティーとおもしろ味を

チームはある意味、教育のあり方を問い直

感じました。浮ついたところもなくて自然体で、

宮城治男 氏

し、変えていくインパクトがありますし、地域

でもオリジナリティーがある、彼らのようなチー

の資源を使った商品開発など地域を巻き込

ムがたくさん出てくるとおもしろいですね。

代表理事

学生起業家支援の全国ネットワーク組織とし
て活動をスタート。以来、若い世代が自ら社
会に働きかけ、仕事を生み出していく起業家
型リーダーの育成に取り組み、800人以上
の起業家を支援。

んでいることも、とても意義があると思います。

私は、地方創生と高校生たちの活躍はと

個人では、とても実力がある人が増えていて、

てもリンクすると考えます。 今後は、より地域

近い将来に大きく成長するだろうと予感をさ

を巻き込んで頑張る高校の取り組みも加速

せる人もいて楽しみです。

していけばいいと思っています。
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日本公庫による今年2度目の出
張授業を終えて。第6回高校生
ビジネスプラン・グランプリ参加に
向けて意欲を燃やす生徒たち

事 例

2

和歌山県立神島高等学校

地域の特産品を徹底活用
商品開発でヒット連発

「スムージーかぁ。そうくるとは思わ

は、フリーズドライの紀州南高梅干を味

は、高校生の斬新なアイデアに思わず舌

付けに使った米菓で、今では年間約2万

経営科学科と普通科を擁し、商業科専門教育と普
通科教育を行う地域の伝統校。経営科学科の商
品開発から生まれる商品やビジネスプランは、各種コ
ンテストで高い評価を得ている。

を巻いた。栽培過程で破棄される “摘果

袋を販売するヒット商品となっている。

みかん ”を何とか商品化できないか ――

その後も、グルメ甲子園で最優秀賞を

岡本さんの相談を受けた神島高等学校

受賞した「梅やきとり」や、コンビニで

（以下、神島高校）の生徒たちが提案し

商品化された「紀州うめどりの親子バー

ながるはず」と考え、参加を決断した。

ガー」
、
「紀州うめどり・うめたまごの2

同大会では、梅酢で味付けした猪肉の

和歌山県の中南部に位置する田辺市

種盛パスタ」など次々にヒット商品を開

燻製「循環型『梅いのしし』プロジェクト」

で地域唯一の商業学科をもつ神島高校。

発。この商品開発プロジェクトは「神島

でベスト100に。第4回大会では、前年

同校には、地元の企業や生産者から、

屋」と名付けられ、地元メディアでも頻

のプランをブラッシュアップした「梅風

頻繁に商品開発の依頼が舞い込む。

繁に取り上げられる存在となった。

味いのしし肉ソーセージの燻製（うめ・

たのが、このスムージーだった。

「うちの学校の経営科学科は、以前
から資格取得に力を入れてきましたが、
6年ほど前、もっと地元に貢献できな

生産者や企業を巻き込む活動
授業では得られない貴重な経験も

いの・セージ）
」に加え、同校が開発し
た人気商品「梅やきとり」を使った「和
歌山発地域ブランド『梅やきとり』を

高校生ビジネスプラン・グランプリへ

日本全国へ」
、さらに、地域の魅力を発

て地元の特産品を活用した『商品開発』

の初参加は、2015年の第3回大会だっ

信し旅行者とともに地域課題を共有する

の講座を設けました」と、同校の那須

た。要綱を目にした那須先生が、
「ビジ

「世界遺産体験学習ツアー＆体験型オー

正樹先生は話す。

ネスプランづくりは生徒たちの成長につ

ナーシェアリング」など複数のプランで

いかとの観点から、課題研究授業とし
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和歌山県田辺市文里2丁目33番12号

生徒たちが最初に開発した「梅あられ」

なかった」
。みかん農家の岡本和宜氏
てき か

か しま

和歌山県立神島高等学校

［ 神島屋の活動 ］

那須正樹 教諭

インタビューに答えてくれた
3年生の荻谷猛さんと渡晴菜さん

エントリーし、観光プランがベスト100
に選ばれた。
「生徒たちは、商品開発の過程で、地

左／梅ジュースの仕込み中
上／田辺商工フェアに“出張神島屋”現る！
右／ゴールデンウィークには和 歌山市の
イベントで梅やきとりを販売した

神島屋の開発メニュー「紀州うめどり・うめたまごの2種盛パスタ」
（左上）
と
「紀州うめどりの
親子バーガー」
（左下）
。梅あられ
（右）
は、梅の甘酸っぱさがアクセントの大ヒット商品だ

大人顔負けのプレゼン力
高校生の活躍が周囲を刺激する

塾生も『高校生には負けられん』と奮起
し、発表会はすごく盛り上がりました」
この発表会に未来創造塾の塾生とし

元の生産者や企業、市役所の方々とお会

2017年2月、神島高校の生徒たちは、

て参加していたのが、冒頭で紹介した岡

いし、時には共同で作業を行い、自ら商

「たなべ未来創造塾」の塾生と出会う。

本農園の岡本氏だった。若手農家として

品を販売するなど、授業では学べない貴

「たなべ未来創造塾」とは、田辺市、富

さまざまな農業改革に挑んでいた岡本氏

重な体験を積んでいます。また、日本公

山大学、地元金融機関、日本公庫が連

は、丹精込めて育てたみかんが、摘果で

庫による出張授業は、具体的な企業名を

携して地域資源を活用した地域課題の

破棄されてしまうこと、それが鳥獣害に

挙げてわかりやすくビジネスの基本を教

解決を目指すローカルイノベーター育

もつながることを憂慮しており、高校生

えてくれるので、普段の授業と比べて生

成プロジェクトだ。このプロジェクト

の行動力とアイデアに問題解決を委ねて

徒の目の輝きが違いますね」と那須先生。

を担当する田辺市役所 企画部 たなべ営

みたいと考えたのだ。

出張授業を体験した3年生の荻谷猛さ

業室の鍋屋安則氏が、神島高校と関わ

んは、
「普段めったに考えへんことを授

ることになった経緯を話す。

実状を知るため岡本農園へ出かけた生
徒たちは、畑の地面を埋め尽くす摘果み
かんを目の当たりにし、衝撃を受ける。

業で教えてもらえるので、今までと違う

「塾の取り組みの集大成として2月の

見方ができるにようになりました。例え

修了式で成果発表を行う予定だったので

ば、駅前でシャッターが閉まった店を見

すが、塾生たちに気の緩みが出ていたの

なのに、知らないことだらけでした」と、

ると、
『場所が悪いんかな』とか考えた

が気になっていました。そんなとき、神

当時3年生だった渡優花さんは話す。

りします」と意識の変化を話す。

島高校から、高校生ビジネスプラン・グ

一行が炎天下で摘果作業を体験する

「普段の授業よりも自分の意見を言う

ランプリでの企画を、地域の方々にも

なか、ある生徒が落ちていた摘果みかん

ことが多いし、他の人と自分の考えの違

知ってもらうために、生徒にプレゼンさ

を口にしてつぶやいた。
「これ、酸っぱ

いに気づくのも楽しいです。姉が前回大

せてもらえないかとの依頼があったので

いけど、けっこういけるかも」――この

会に参加したこともあって、家でも話題

す。これは渡りに船と思い快諾しました。

一言がきっかけで、摘果みかんの酸味を

にすることが多いです」と3年生の渡晴

実際、彼らのプレゼンは『大人が食われ

生かした商品開発のアイデアが次々に生

菜さん。

るかもしれん』というくらいすばらしく、

まれた。最終的に、豊富なクエン酸成分

「地元に住み、普通に食べていたみかん
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事例 2 和歌山県立神島高等学校

高校生のアイデアを商品化するのは大人の責任。
岡本農園／岡本和宜 氏

岡本和宜氏が経営する岡本農園は、田辺市上芳養日向地区で、みかんや梅
を栽培している。 神島高校とのコラボで生まれたアイデアは、すぐに商品化する
ことは難しいが、岡本氏は「高校生がここまで考えてくれたのだから、それを商品
化することは、僕ら大人の責任です。まず、年内に畑の一角で完全無農薬のみ
かんを栽培し、その摘果みかんを使って彼らのアイデアを商品化します。もちろん、
これだけでは、摘果みかんの課題を根本的に解決することにならないので、それを
足掛かりとして、地元の意欲ある若手農家とグループをつくり、本気で商品化に
向けた活動を行うつもりです」と、商品化に向けた決意を話す。
この取り組みが成功し、摘果みかんを商品化できれば、田辺地区だけではなく全国の

日本公庫による出張授業。日頃はおとなしい
生徒たちからも活発に意見が出る

田辺市役所 企画部
たなべ営業室 主任

鍋屋安則

氏

鍋屋氏が担当する
「たなべ未来創造塾」
で、神
島高校の生徒たちは、高校生ビジネスプラン・
グランプリのプランを披露した

上 ／ 岡 本 農 園で摘 果
の作業を体験 左／試
行錯誤をしながら摘果み
かんスムージーを試作中

岡本農園

岡本和宜

氏

と、独特の酸味と苦みを生かしたスムー

は東京で開催された最終審査会を見学

んは、
「田辺の魅力が伝わる商品を自分

ジーを作るプランで意見がまとまった。

する機会を得た。

たちで作り、
全国の人がそれを食べて『お

香りを生かした制汗剤、アレルギー症状

「高校生ビジネスプラン・グランプリ

いしい』って言ってくれたら、めっちゃ

の緩和に有効な入浴剤、除菌・消臭効果

を通して、人前で話すこと、チームで協

うれしい。そういう体験ができるように

を生かした石鹸というアイデアも生まれ

力することによるコミュニケーション力

頑張りたいです」
。同じく渡さんは、
「地

た。

の向上、地域の方々への感謝の気持ちが

域と深いつながりをもった商品を作り、

試作品を手にした岡本さんは、
「本当

強まり、心身ともに成長できたと思いま

ベスト20だったお姉ちゃんを超えたい

にすごいと思いました。高校生のうちか

す」と、当時3年生だった小山達也くん

です」と意気込みを話す。

ら地元の特産品を商品化して課題解決

は、受賞の感想を話す。

「過去3回のプランづくりを通じて生

につなげる経験を積んだ彼らが、将来、

「プランの作成過程で原価計算をした

徒の成長する姿を見て、私自身も学ぶ

社会でどんなすごいことを成し遂げるの

際、摘果みかんの仕入れ額が、成果同

ことがたくさんありました。また、普段

か、今から楽しみです。うちの娘もぜひ

様の1kg 250円と聞かされました。廃

の授業ではめったに発言しない生徒が、

神島高校に入学させたい」と話す。

棄されていたのに成果と同じ価格と言わ

斬新なアイデアを提案する姿も見られ、

れ、生徒たちは驚いたものの、その裏に

それが刺激となってさらに発言が活発

ある岡本氏のみかん栽培にかける思いと

化していく姿を見て、本当に価値ある

プライド、ビジネスの厳しさに気づかさ

経験をしていると感じました。この経験

第5回高校生ビジネスプラン・グラン

れたのです。そんな深い気づきを得られ

から得られるものには、何物にも代えが

プリにエントリーした「摘果みかんプロ

たことは、順位より貴重な財産になった

たい価値があると思います」と、那須先

ジェクト～岡本さんちの早摘みみかんと

と思います」
（那須先生）

生。これこそが、神島高校が高校生ビ

「地元のために何ができるか」
プランづくりを通して生徒が成長
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みかん農家に新たな収益源をもたらし、農業の新たな未来を開く可能性も期待される。

して～」は、神島高校初のセミファイナ

神島高校では、今、第6回に向けた準

リスト（ベスト20）に選ばれ、メンバー

備が始まっている。参加をめざす荻谷さ

ジネスプラン・グランプリに参加し続
ける意義なのだ。

未知数の可能性を秘めた高校生たちへ
審査員からのメッセージ

「後悔しないように“自分らしく”歩んで！」
地域や社会や国を、未来に向けてより豊か

（株）ベアーズ
取締役副社長

髙橋ゆき 氏
夫とともに家事代行サービス「ベアーズ」
を創
業。2017年、
日本初の「家事代行サービス
認証」
（日本規格協会）
を取得。各種ビジネス
コンテストの審査員やコメンテーター、家事大
学学長として活躍中。

「 明日の太 陽はだれにも必ず昇ってくる、

に残すという発想でプランを作成する高校生

だから時に立ち止まり反省することはあって

の情熱に毎回驚かされ、年々レベルアップす

も、メソメソしたり悲しんでいる時間はもった

るプレゼンテーションを見るのが楽しみです。

いない。 人生はあっという間だからね。 後悔

もし自分が高校生だったら、「 出産後の

しないよう前を向いて、しっかり “自分らしく”

女性に対し、心も体もお母さんになるための

歩め！ そして、必ず他人のために生きられる

準備をしてあげられる場所をつくりたい」と思

人 間になるために、自分を大 切にするんだ

います。お母さんが心と体を開放することに

よ」。 私が高校生の頃に他界した、最愛の

よって、愛着障害を持つ子どもや、大人に

父からのメッセージです。

なってもコンプレックスに悩み苦しむ人を減ら

高校生が動けば世界は変わります。「 人

したい。これに共 感してくれる企 業を集め、

生まるごと愛して」、夢に向かって邁進してほ

パビリオン形式で取り組みたいと思います。

しいと思います。

「疑問や原体験から生まれるプランが楽しみ」
年々、参加数が増えており、ビジネスプ

（株）
和える
代表取締役

矢島里佳 氏
慶應義塾大学在学中に㈱和える設立。全国の
職人とオリジナル商品を生み出す“0から6歳の伝
統ブランドaeru”を立ち上げ、伝統を次世代につ
なぐ仕 組みづくりを行う。2017年 第2回APEC
Best Award大賞、Best social impact賞。

出し続けることは最低限必要だと思います。

ランも多 種 多 様になっていると感じていま

また、起業家になることが必ずしもいいと

す。 いい意味で変わらないのは、自分ごと

も思いません。 私は、自身が考えた職業が

から生まれてきているビジネスプランであるこ

世の中に存在していなかったので、生み出

と。 高 校 生の疑 問や原 体 験から生まれる

すところから始めました。しかし、ゼロから始

素直なビジネスプランを、毎年楽しみにして

めるのは時間がかかります。もしも、やりたい

います。

と思ったことをすでに社会で始めている人が

私は、日本の伝統を次世代につなぐため

いるのであれば、人生の限られた時間を最

に、継続性を大切にしたいと思い、ビジネス

大限生かすために、共に事業を行うこともい

という手法を用いるべく起業しました。ですか

い選択です。 高校生のみなさん、“ 起業家

ら、私たちの一番の目的は「日本の伝統を

精 神 ” を大 切に、自分の気 持ちに素 直に

次世代につなぐこと」。そのために、利益を

生きてください。

「高校生の取り組みが大人を元気にする」
第1回から審査させていただいていますが、
参加校・参加者の数が増え、年々パワーアッ
プしているように思います。 常連校とニュー
フェイスとの対決も楽しみにしています。
内閣府

政策統括官
（科学技術・イノベーション担当）
付
企画官

石井芳明 氏

内閣府・経済産業省でベンチャー・中小企業政
策等に従事。法律、
支援制度を企画・実施するな
ど主にベンチャー支援で活躍。青山学院大学、
早
稲田大学のベンチャー講座も担当。商学博士。

高校生のビジネスプランの特徴は、伸び
伸びとしていること。 素直に、真摯に課題

ものもあり、高校生の取り組みが大人を元
気にするという効果に注目しています。
全国に拠点を持つ日本政策金融公庫の
担当者が、実務に基づくアドバイスでこのコ
ンテストを下支えしていることも素晴らしいと
思います。

に取り組む姿勢があり、粗さや詰めの甘さを

日本の未来を支えるのは、若い人たちの

超越して、魅力的な輝きを放つプランが多

「 知恵 」と「 熱意 」と「 行動 」。それを磨

いです。

くための力試しとして高校生ビジネスプラン・

特に、地域の活性化を目指すプランは、
地域企業や市民を巻き込む運動に発展する

グランプリは意義深く、できるだけ多くの高
校生にチャレンジしていただきたいと思います。
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3

専修大学附属高等学校

伊豆大島の生態系問題に
高校生の発想力が一石を投じる
専修大学附属高等学校
東京都杉並区和泉4-4-1

「誠実・努力」
を基本理念とし、専修大学の「報恩奉仕」
の精神を受け継ぐ教育活動を展開。
さまざまな分野で
リーダーとなりうる幅広い人材の育成をめざす。

チーム椿のメンバー。前列左から中村碧海さん、
野口結香さん、後列左から松島真帆さん、本間
悠理乃さん、金丸桃香さん、今井怜さん

キョンという動物をご存じだろうか。

分の実態も知った。そもそも人間が観光

生徒と一緒に１年間、課題に取り組んで

中国や台湾を原産とするシカの仲間で、

施設で飼育していたものが、逃げ出して

いくこと。大学生は同校の卒業生が多い

肩高は成獣でも40〜50cm ほど。可愛

野生化したことが問題の背景にある。

が、基本的には公募で、教員志望者が多

らしい名前のイメージに反して、房総半

「仕方のないことですが、毎年2,000頭

い。社会人講師は、担当教諭の杉山比呂

島南部や伊豆大島ではその獣害が深刻な

も殺処分されてしまうのはかわいそうな気

之先生が個人的なネットワークを駆使し

問題になっている。繁殖力が強く、急増

がしました。
駆除は止められないにしても、

てスカウトしているという。
「教員以外

したキョンが農作物などを荒らすのだ。

キョンに何らかの価値をもたせるような

の相談相手によって、生徒のより柔軟な

生態系への影響も懸念されることから、

ビジネスを提案することで、この事実を

発想を引き出してあげたいという思いが

東京都は伊豆大島で年間2,000頭以上

多くの人たちに知ってほしいと思ったの

あります」と、杉山先生。

ものキョンを捕獲殺処分している。

です」
。プラン発案の経緯を、チームリー

このキョンをテーマにしたプランで、
第5回高校生ビジネスプラン・グラン
プリにエントリーしたのが、専修大学附

多角的な取材でプランに厚みが

をはじめ計5グループが、第5回高校生
ビジネスプラン・グランプリに初挑戦した。
「
『チーム作り講座』
を立ち上げて７年に

専大附属では毎週土曜日、1・2年生

なり、生徒たちと新しいことにチャレンジ

を対象に選択式授業「土曜講座」を設け

したいと考えていたところでした。われわ

メンバーの中に、伊豆大島出身の女子

ている。そのひとつが、社会人に必要な

れ教員はビジネスの最新事情には弱いと

生徒がいた。彼女の故郷である大島特産

チームワーク力やコミュニケーション力

ころがあり、参加を通じて生徒たちと一緒

の椿をテーマにビジネスプランをつくろ

を身につける「チーム作り講座」だ。

に学びたいと考えたのです」
と、杉山先生

属高等学校（以下、
専大附属）の「チー
ム椿」だ。
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ダーの３年生・中村碧海さんは話す。

この授業の一環として、
「チーム椿」

うと調べていたところ、椿を荒らすキョ

この講座のユニークなところは、大学

ンの存在に行き着いた。被害規模や殺処

生と社会人を運営メンバーとして招き、

は高校生ビジネスプラン・グランプリ初
挑戦への経緯を話す。

革細工作家を迎え、
キョンの革細工を体験

3年生

中村碧海さん

地理歴史科（日本史）
専修大学兼任講師

杉山比呂之 教諭

今回のプランでは、東京都の担当職

たが、あらためて気持ちの共有ができた。

グランプリ参加で得たものは本当に大き

員を訪ねて獣害対策の現状を聞いたり、

カリキュラムを軌道修正し、その後は生

かった」と感慨深げに振り返る。たった

キョンの皮革製品を手掛けている工芸

徒主体でテーマ選びなどを進めるように

ひとつの製品ができあがるまでに、さまざ

作家を取材しているが、アポイントの取

して、チームがうまく回り始めたという。

まな人々が関わっていると知った。
「自分

り方などは大学生・社会人講師たちが適

「うれしかったのは、当時１年生とし

の視野が広がり、多角的に物事を見られ

宜アドバイスした。多方面への直接取材

て参加した生徒の多くが、
『今年もチャ

るようになったのが一番の収穫でした」

で集めた情報の厚みが、説得力あるプラ

レンジしたい』と、
再びこの授業に集まっ

部活ではバレー部のキャプテンを務め

ンづくりにつながった。

てくれたことです。生徒にはハードルの

るが、チームをまとめるのは本当に難し

「大人たちをこれほど巻き込んでプラン

高い授業内容ではありましたが、好奇心

い。でも、大人だってみんな意見が違う。

づくりに取り組んだのは、5グループの

や挑戦心を大いに刺激したようで、取り

それがわかったからこそ、部活でトラブ

中でチーム椿だけ。運営メンバーの大学

組んだかいがありました」
（杉山先生）

ルが起こっても、それぞれの意見に耳を

生たちにとっても、深い学びにつながっ
たようです」と言う杉山先生だが、初め

視野が広がったのが最大の収穫

傾けられるようになり、チームをまとめ
るのが少しだけ上手くなった。

てのグランプリ参加で、
「気負いすぎて、

「チーム椿」のメンバーはネットを通じ

彼らの活躍に刺激され、今年の杉山先

当初は教師側の考えを一方的に押しつけ

て、駆除された鹿皮を使った商品開発プ

生の授業にはグランプリに参加したいと

るような授業展開をしてしまいました」

ロジェクトがあることを知った。キョン

いう後輩たちが集まっている。第６回大

など、反省点も多かったと振り返る。

の生態に詳しい専門家や、革細工を手が

会も４グループが参加予定だ。

いきなりビジネスプランを考案・作成

ける作家との出会いもあった。こうして

するのはハードルが高いと思い、１学期

メンバーは、革細工を製品化するという

は経済やビジネスの基礎知識を身につ

かたちで、駆除対象であるキョンに別の

ける講義形式の授業を中心にした。

価値を与えるプランにたどり着いた。

“ぶっちゃけ会”で本音の意見交換

ただ、キョンは皮質はいいが、サイズ
が小さいので通常の鹿に比べて “ なめし

しかし、それだけでは生徒が主体的に

工程 ” の効率が低く、コスト高になって

取り組む姿勢やチームワークは生まれに

しまうことも判明した。最も大きなハー

くい。生徒との間に気持ちのミスマッチ

ドルは、東京都の駆除事業との兼ね合い

が生じていると感じた杉山先生は、2学期

だ。仮にキョン革細工が人気商品になり、

に入ると話し合いの機会を設けた。その

家畜として増やすようなことになれば、中

名も “ ぶっちゃけ会 ”。お菓子や飲み物を

長期的には獣害や生態系への影響がさら

用意して、気軽な雰囲気で「ぶっちゃけ、

に悪化する恐れがある。大々的な販売を

この授業ってどう？」と、率直な意見交

認めるのは難しいというのが都の判断だ。

し んら つ

換をしたのだ。予想以上の辛辣な声も出

増え続けるキョンの獣害
中国東南部や台湾を原産地とする小型
のシカの仲間。伊豆大島では、かつて動物
園から逃げ出したものが野生化したとみられ
ている。シカ科の中でも特に繁殖力が強く、
花や果実を好んで食べることから、島の特
産品であるアシタバや農作物などを食い荒
らし、深刻な獣害問題を引き起こしている。
東京都によれば、伊豆大島での推計生
息 数は2017年 の 調 査で1万7,109頭。
同 年は約3,500頭を捕 獲したが、繁 殖に
追いつかないのが現状だ。

中村さんは、
「高校生ビジネスプラン・
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起業事例

株式会社タイミー

1

代表取締役社長

小川 嶺 さん
このビジネスで世界を変えられる、
そう思うと時間を無駄にできない。
だから就職ではなく起業を選んだ。
第3回高校生ビジネスプラン・グランプリのセミファイナリスト、小川嶺さんは、
「就職してから起業するのは遠回りだから」
と、高校在学中からさまざまな
ビジネスアイデアを練り、大学進学後、学生起業家としての道を歩みだした。

「Taimee.はTIME（時間）
とAIM（目的）
を組み合わせた造語
で、“空いた時間で目的を果たそう”という意味が含まれています。
ちなみにこのキャラクターは、ピカチュウのモデルにもなっている
“世界一幸せな動物”クアッカワラビーです。みんなが笑顔でいら
れるストレスのない世界を創ります」
（小川さん談）

「マジ悔しかったですね。アイデアは

を、高校在学中に実現するべく動きだし

エンジェル投資家を回り始める。しかし

負けてないのに、なんで俺はあそこに立っ

た。それは、専業主婦がつくった食事を

……「全部断られました。メンタル的に

てないんだろうって。あの経験は、起業

独り暮らしの学生に提供するマッチング

はつらかったけど、VCでプレゼンする

をめざすひとつのきっかけになりました」

のプランだった。しかし、街角で事業性

とフィードバックがもらえるので、それ

小川嶺さんは、
第3回高校生ビジネスプ

を検証するためのインタビューを行った

が事業の改善にかなり役立ちました」

ラン・グランプリでファイナリスト10組

結果、ビジネスとして成立しないことが

に残れず、最終審査会を観覧席で見る

見えたため、事業化は断念した。

ことになったときの思いを率直に話す。
応募は軽い気持ちだった。アイデアを
考えるのは得意だし、おもしろそうだか
ら参加した。しかし、収支計画を練り、
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夢の入り口で気付いた
起業することの覚悟
立教大学進学後、
起業熱はさらに高まっ

VC のフィードバックを受けて事業を
ブラッシュアップし、最終的に、試着す
るだけで割引になる『Recolle』という
サービスが誕生した。エンジェル投資家
から出資の申し入れもあり、会社も登記
し、いよいよ起業が目前に迫ったとき、

企業へのヒアリングを重ね、アイデアが

ていく。起業につながる場が学内にない

彼はふと冷静になる。出資を受け入れた

かたちになっていくにつれ、
「どんどんガ

ことがわかると、すぐに自ら起業家育成

瞬間、遊びは終わり、仕事が始まる。自

チになっていった。こうすればアイデア

の学生団体を立ち上げ、30人の学生を

分は、本当にこの仕事にすべてを捧げる

がビジネスになるのかって、道筋みたい

集めて活動を始めた。さらに、1年生で

覚悟はあるのだろうか ―― 突然、不安

なものが見えてきたんです」と、小川さ

応募した慶應義塾大学開催のビジネス

と迷いが襲ってきた。

んはビジネスをつくり出すおもしろさに

コンテストに優勝。これがきっかけとな

目覚めていく。

り、数人のメンバーと一緒にファッショ

おしゃれな女性向けのサービスになって

高校生ビジネスプラン・グランプリ終

ン系のサービスを立ち上げた。このサー

きて、自分がやりたいことじゃなくなって

了後も、次から次へビジネスのアイデア

ビスが軌道に乗ると、起業資金を獲得す

いたんです。やっと夢の入り口までたど

が浮かんでくる。そのアイデアのひとつ

るためベンチャーキャピタル（VC）や

り着いたけど、その違和感がどうしても拭

「事業をブラッシュアップするうちに、

えなくて……。今まで無給で頑張ってく
れたメンバーのことを考えるとやめる決断
もできなくて、ものすごく悩みました」
小川さんは、小雨が降る夜の公園を、
自問自答しながら何時間も歩き続けた。
最終的に下した結論は、出資を断り、
チームを解散することだった。
その後、人と人とをマッチングする
サービスを思いつき、日本公庫にも相談
するが、計画の練り直しを助言された。

失敗があったから今がある
必要なのは年齢より起業歴
㈱タイミーはエンジニア、営業、デザイナーなど総勢14人（平均
年齢22歳）
。小川さんを中心に、抜群のチームワークを誇る

起業家の肩書を失い、一人の学生に
戻った。もうビジネスのことを考える必
要はない。ネットで動画を見たり、友だ

が、登録者が少ないとクライアントにも

スタートを切ったが、海外に比べると日

ちと遊びに行ったり、好きなことができ

ユーザーにも不安感を与え、サービス

本の学生起業家はまだまだ少ない。
「み

るのに、
「何もしない時間は全然豊かじゃ

から離脱してしまう可能性が高いと判断

んなが起業する必要はないし、会社に

ない」と感じた。その時、ふと思いつく。

し、東京都渋谷区限定で反応を見ながら

入ってから新規事業を立ち上げる社内起

「アプリに暇な時間を入れると、その時

エリアを広げる現実的なプランに切り替

業でもいいと思います。でも、僕には本

間を豊かに使えるようサジェストしてく

えた。大風呂敷を広げるより、収益性や

気でやりたいアイデアがあって、いても

れるサービスがあればいいのに」と。

ブランド力を高めてから拡大したほうが

立ってもいられないから、就職ではなく

成功率が高いと判断したからだ。

起業を選んだ、それだけのことです。大

その日から、寝る間も惜しんでアイデ
アをかたちにする日々が始まった。まだ

「めざすのは、時間を通貨のように使

切なのは、このビジネスを本気でやりた

世のなかにない、本気でやりたいサービス

えるサービスです。誰にとっても平等で

いと思えるか、絶対成功すると信じられ

を創りたい。こうして生まれたのが、ユー

有限な時間を自由に分け合い、新たな価

るかですね。仮に失敗しても、もう1回

ザーの空き時間と人手の足りないクライ

値を生む世界を創りたい。これができた

勉強してやり直せばいいんです」
。小川

アントの時間をマッチングする
「Taimee.

ら世界が変わると信じています」

さんの起業に対する思いと決意は、決し

（タイミー）
」だ。事業計画書を手に、再び

こうして小川さんは学生起業家として

てぶれることはない。

VCを回り、大手3社の出資が決定、日本
公庫の融資も受けられることになった。
「本当にいいサービスであれば、VC は
年齢など関係なく出資してくれます。こ
れまでの経験を踏まえて言えば、むしろ
年齢より大事なのは起業歴です。どれだ
け場数を踏んでいるか。ファッションビ
ジネスの失敗がなかったら、資金調達は
難しかったかもしれません」

世界を変えるサービスを創りたい
2018年8月、ついに「Taimee.」の
サービスがリリースされた。当初は都内

タイミー

時間をマッチングするサービス「 Ta imee.」
ユーザーの“働きたい時 間”とクライアントの“人 手
が足りない時間”をマッチングするサービス「Taimee.」
が、8月にスタートした。例えば、アルバイトを求める飲食
店や、若い声を企画に反映させたい企業が、人手の欲し
い時間と必要なスキルを登録すると、検索・応募・面接な
どのプロセスなしで時間の空いてい
る人を自動マッチングする、
日本初の
オファー型バイトアプリだ。スタートの段
階ではiOS版のみの提供だが、年内に
はAndroid版の提供を目指す。
現 在はアルバイトのマッチングがメインだが、将 来 的
には、さまざまな分野で時間をマッチングし、今までにない
価値を生みだすサービスへ進化させることをめざしている。

全域でサービスを展開する予定だった
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OB
OG
起業事例

株式会社Ｒｅｃｎｏ
代表取締役

2

望月まい さん
大好きなことを仕事にしたい!
ファイナリストの女子高生が
オリジナルバッグで起業。
第5回高校生ビジネスプラン・グランプリのファイナリスト、新潟の女子高生が、
なんと在学中に会社を立ち上げた。学業と事業の両立で多忙な日々を送る
彼女に、卒業を待たず起業に踏み切った理由や起業に込めた思いを聞く。

社名の「Recno」
は、
「Recreate a normal one」
を略した造語。Recnoには、“ノー
マルなものを活気づけて、新しい価値を生み出す”という意味が込められている。
「斬新
なものを生み出すばかりではなく、身の回りにあるものにワクワクする新しい価値を生み
出すことができれば、私たちの生活はより豊かになると思っています」
（望月さん談）

分などのパーツをファスナーでつなぎ、

刷り込まれ、高校生になったらすぐに会

の東京大学伊藤謝恩ホールで開催され

色や柄を自由にカスタマイズするアイデ

社をつくろうと決めたんです」

た、第5回高校生ビジネスプラン・グラ

ア。画一的な仕様の車いすでも、エコで、

ンプリの最終審査会。ファイナリスト

しかもおしゃれが楽しめるというものだ。

10組のうち、唯一個人で参加した女子

子どもの頃からいつか自分のファッショ

新潟清心女子高等学校は中高一貫校

高校生がいた。望月まいさん（新潟清心

ンブランドを立ち上げたいと考えていた

で、望月さんは中学時代から寮生活を送

女子高等学校、当時2年生）
。たった一

望月さんが、ファスナーでパーツをつな

り、週末に埼玉の実家に帰る日々。高

人で舞台に立ち、堂々とプレゼンテー

げるアイデアを思いついたのは中学2年

校に進学するや、さっそく会社をつくろ

ションする姿は、実に印象的だった。

生のときだった。

うと、事業プランと手作りの試作品を

2018年1月7日、東京都文京区本郷

プランのタイトルは「ワンタッチで便

「その頃、現役の女子高生が起業した

利を作る～ファスナーを使ったカスタマ

ことをニュースで知りました。それで
『高

イズ商品づくり～」
。車いすのシート部

校生になったら起業できるんだ』と頭に

1年間、週末レクチャーに通う

持って、地元埼玉県の創業・ベンチャー
支援センター埼玉を訪れた。
「何も知らなかったので、担当の方に
いきなり『会社のつくり方を教えてくださ

学校として温かく見守っていきたい
担任

廣川優子 教諭

学校ではどちらかといえば控えめなタイプの望月さんが起業家をめざ
し、
しかも高校生ビジネスプラン・グランプリ最終審査会の舞台に立つ

と、すごく驚かれて（笑）
。それをきっか
けに、マーケティングから会計の基礎知
識まで教えてもらえることになりました」
。

と聞いたときは、本当に驚きました。全国の高校の中から本校の生徒が

以来、埼玉に帰る週末ごとに、センター

選ばれたことは、
とても名誉なことです。10代で自分の進む道を定め、実

でビジネスを学ぶ生活が１年続いた。

現に向けて動く望月さんの行動力とスピードには目をみはるばかり。彼女
のこれからの歩みと事業の展開を、応援していきたいと思います。
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い』と切り出したら、
『え、
ちょっと待って』

ある日、センターの担当者が、日本公
庫が主催する高校生ビジネスプラン・グ

ランプリのことを話してくれた。望月さ
んは参考のためにと、東京・本郷の東京
大学で開催された第4回大会の最終審査

車いすの女性の方々にもヒアリング
2度の試作を経て、
ようやく完成

会に、父親とともに足を運ぶ。
「みなさ

株式会社Recnoが発売する初の製品は、ファス

んのプレゼンテーションを目の当たりに

ナー付きのパーツを付け替えることで自由にカスタ

して、
『同じ高校生なのに、ここまでで

マイズできるバッグ。工場と何度も話し合いながら、
2度の試作品作りを経て、ようやく形が決まった。大

きるのか』
と、
衝撃を受けました。同時に、

きさはＡ４判が収まるサイズで、車いすのサイドバッ

高校生ビジネスプラン・グランプリの

グとしても活 用できる。
「 電 動 車いすを利 用する女

最終審査会のステージに立つことが私の
目標になりました」

ファスナー会社に手書きの手紙を

性の方々にも、デザインや色などで意見をいただきま
した」
と、望月さん。2018年10月に購入型クラウド
ファンディングで販売を開始し、その後、
自社運営の

バッグの試作
品。ホワイト、
ネイビー、花柄
の3パターン
で展開する

ECサイトによるネット通販に切り替えていく計画だ。

だが、それからの日々は決して順風満

望月さんは「ファスナーでつくる便利な

創業の資金は、子どもの頃から一度も

帆ではなかった。試作品を持ってバッグ

社会」という、福祉用品をファスナー付

手をつけずに貯めてきたお年玉貯金50

の製造工場に相談に行ったときのこと。

きパーツでおしゃれにカスタマイズする

万円。両親も彼女の起業を応援している。

事業プランを提案。アイエフラッシュ賞

「父に相談したら、やったらいいじゃ

「ファスナーは左右一対で作られたもの
でなければつながらない」と言われ、
「こ

という審査員賞を受賞した。

ないかと言ってくれました。母も預けて

れで終わったと思いました」と望月さん。

しかし、このときの審査員に「その事

いたお年玉貯金をすぐに用意してくれま

でも、それでも諦められない。同じ形で

業はあなたじゃなくてもできるのでは?」

した」
。ただし、
「そのお金がなくなった

あれば左右がつながるファスナーがない

「高校生なのに夢がない」などと厳しく

ら会社は終わり」と言われているそうだ。

か、全国のファスナー会社を調べた。
「全

指摘され、プランの見直しを迫られた。

「人は好きなことをして生きていくこと

国に6社あることが分かりましたが、メー

その努力が実り、第5回高校生ビジネス

が一番大事だと思うんです。そのことを、

ルや電話では取り合ってもらえず、自分

プラン・グランプリで優秀賞を獲得する。

事業を通して同じ高校生たちに伝えられ

の思いとプランの内容を書いた手書きの
手紙を全社に送りました」
その中の１社から「できるかもしれな
い」と返事が届く。
「希望がつながりま
した。夏休みを待って、1人で大阪を訪
ねたのですが、あのときほど緊張したこ

「１年前に客席から見た舞台に自分が立
てて、本当にうれしかったです」と、望
月さんは当時を振り返る。

起業資金は、幼少時から一度も
手をつけなかったお年玉貯金

とはありません。試作品を社長さんに見

現在、望月さんが立ち上げた株式会社

ていただき、
『このバッグに使うファス

Ｒｅｃｎｏでは、ファスナーでパーツの付け

ナーが欲しいんです』
とお願いしたら、
『何

替えができるバッグを製作中だ。
「高校生

とかしましょう』と言ってくださったん

ビジネスプラン・グランプリで発表した

です」
。再び事業プランが動きだした。

プランを基に、自分が本当にやりたいこ

たった1人でプランづくりに挑戦
だが、望月さんは、いきなり高校生
ビジネスプラン・グランプリへの挑戦は

たらうれしいです」と、望月さん。
これから先、好きじゃないことにもたく
さん直面するだろう。つらいことも、きっ
とある。しかし、強い意志で夢に向かっ
て踏み出した彼女は、嘆くことなく、前
向きに突き進んでいくに違いない。

とは何かを考えて、幼い頃からやりたかっ
たバッグの事業でいこうと決めました」
望月さんが高校生で起業することに、
それほどこだわったのはなぜか。

ハードルが高いと感じ、埼玉県が主催す

「社会人より高校生のほうが自由がき

る「SAITAMA Smile Women ピッチ

くし、親に養ってもらっている身の方が、

2017」に応募した。県内から国内外で

いざというときにリスクが小さいという

活躍する女性起業家を輩出することを目

ことも考えました」
。勢いだけではなく、

的に毎年、開催されているコンテストだ。

現実を踏まえての決断だった。
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教員鼎談
市川高等学校

本川梨英 教諭
木曽千尋 教諭
伊東商業高等学校

米山圭一郎 教諭

生徒の成長を実感した
高校生ビジネスプラン・グランプリ
「高校生ビジネスプラン・グランプリ」がめざす、高校生たちの成長と、地域への波及効果。
参加常連校の教諭3人が、身近で見守っているからこそ感じた
生徒たちの成長ぶりと地域社会との関わりについて語り合った。

ちの学校が行けるわけない」と思ってし

を目指す私立の高校ですが、ここ数年

まいました。一応、部活動の生徒にやら

はリベラルアーツ教育の一環として、積

せたものの、結果はまったく期待してい

極的に教科以外の取り組みを進めてきま

米山 積極性に欠ける受け身な生徒が多

ませんでした。ところが、同時期に静岡

した。例えば、対話による古典教養セミ

いことが、本校におけるひとつの課題で

県が開催する「高校生ひらめき・つなげ

ナー、国際交流、部活動、校外のコンテ

した。この状況を変えるには、生徒に自

る提案コンテスト」という地域活性化の

ストへの参加など、多様な活動に生徒自

信を持たせる何かが必要と考えていたと

コンテストに参加したら、これが「教育

らがテーマを決めて取り組んでいます。

き、
「第2回高校生ビジネスプラン・グ

長賞」という結果につながったんです。

高校生ビジネスプラン・グランプリもそ

ランプリ」の要項を見た副校長から「出

それが自信となり、翌年から、商業科目

うした取り組みの一環です。初めて参加

場してみないか。ファイナリスト10組

の課題研究のなかで、本格的に高校生ビ

したのは第1回大会で、有志の生徒がエ

に選ばれたら東大で行われる最終審査会

ジネスプラン・グランプリに取り組むこ

ントリーしたら、これがいきなりファイ

に行けるし、賞金ももらえるぞ」と言わ

とになりました。

ナリストに選ばれたのです。その結果が

れたのです。正直言ってその時は、
「う

本川 本校は、ほぼ全生徒が大学進学

校内で話題を呼び、それ以降、毎年十数

積極性に欠ける生徒が、高校生
ビジネスプラン・グランプリで変わった
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イナリストになれなかったことが悔しく

市川高等学校

て、受賞校のプレゼンテーションなど
をかなり研究し、アイデアを蓄積してい
たようです。グランプリをいただいたの
は「棚田用自律型稲刈り機『弥生』
」と
いうプランでしたが、文系の彼は、デザ
インが得意な島田恵佑くんと機械製作
が得意な加藤泰成くんをリクルートして
グループを結成し、プランづくりに取り
組みました。最初は機械の開発に主眼を
左 ／ 県 内の農 家では農 業 体 験を、企 業ではヒアリングを行った
上／第５回大会で念願のグランプリに輝いた市川高校のチーム
「Agri Successors」

置いていましたが、稲刈りの自動化だけ
では不十分と考え、棚田のお米をブラン
ド化するというハードとソフト両面から
アプローチしたことが、評価されたポイ

グループが参加するようになりました。

べて生徒に任せています。高校生ですか

ントだと思います。もうひとつはチーム

米山 さすがに市川高校は参加数が多い

ら当然いろいろな失敗を経験しますが、

ワークです。得意な分野に精通したスペ

ですね。本校は、毎年6グループほど参

自ら考えて行動することが成長につなが

シャリストが集まり、分業で取り組んだ

加している状況です。先輩の活躍を見て、

ると考え、教員は後で報告を聞くだけに

ことが、今回のプランに欠かせない要素

徐々に参加者が増えてきました。

留めています。最初にお話ししたように、

だったと考えています。

本川 本校では毎年、高校1年生の生徒

本校の生徒は受け身な子が多いのです

木曽 コミュニケーション力の高さもポ

たちにアナウンスして参加を募るのです

が、その意識が前向きに変わってきたの

イントでしたね。彼らは、足しげく棚田

が、1年生でエントリーしてベスト100

は、日本公庫の出張授業を受けたおかげ

農家のもとへ出かけて実態を聞いたり、

に入れなかったり、ファイナリストに残

だと思っています。

実際に稲刈りを体験したり、コンバイン

れなかったりした生徒が、その悔しさか

木曽 出張授業を受けると、生徒たちの

の仕組みを見せてもらったり、多くの方

ら2年生になって再チャレンジするケー

ものの見方がすごく広がりますね。高校

と深くかかわるなかでプランづくりを進

スも多いですね。

生は、物を購入する立場でしか経済の仕

めました。それがいい結果につながった

組みが見えていませんが、そういう彼ら

のだと思います。

日本公庫の出張授業は
生徒の視野が広がる貴重な機会

彼女らが供給側からものを見る、最初の
貴重な機会になっていると感じます。

本川 本校は創立以来、
「第三教育」を

米山 最初に出張授業を受けたときは、

不易の教育方針としています。家庭での

前で居眠りしている生徒もいたのですが、

第一教育、学校での第二教育に対し、同

そういう子たちも次第に意識が変わって

時並行して行われるのが第三教育（自ら

きました。彼らの成長する姿は、出張授

学ぶ、自分自身からの教育）です。第三

業やプランづくりのアドバイスをしてく

教育こそが、家庭から巣立ち、学校を卒

ださった日本公庫の方にも伝わったよう

業した後も、進歩し学び続ける一生の教

で、ベスト100に選ばれたときには涙を

育の柱だと考えています。この方針に基

流して喜んでくださったのが印象に残っ

づき、本校ではビジネスプランづくりに

ています。校長室で表彰式をしたときは、

おいても、教師がタッチすることなく、

生徒はもちろん教職員も感動しました。

生徒自身に任せています。米山先生の学
校はいかがですか？
米山 基本的な指示は私が行いますが、

市川高校は第5回大会グランプリ
伊東商業は初のベスト20に

本校も企業や市役所、商工会などへのア

本川 第5回大会でグランプリを取った

ポ取りから交渉、プランづくりまで、す

余田大輝くんのチームは、1年目でファ

学校法人 市川学園 市川高等学校
社会科主任

本川梨英

教諭
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校宛てにメールをいただきました。高校生

静岡県立 伊東商業高等学校

が棚田に興味を持ってくれたことがすごく
うれしい。高校生の文章で構わないから
「棚田学会通信」
という学会誌に寄稿して
ほしいという依頼でした。生徒たちは棚
田の未来を真剣に考えていたので、この
申し出は本当にうれしかったそうです。

生 徒たちが 考 案した天 草クッ
キー。外 観は地 元 特 産の金目
鯛、
目の部分にはサマーオレンジ
を使用。地元新聞をはじめ、さま
ざまなメディアで取り上げられた

プランづくりが将来の指針に
教職員や学校も変革のチャンス
上／伊豆漁業協同組合を訪れ、地元の
天草漁の現状について取材 下／生徒
たちが完成させた天草のクッキーは伊東市
内の洋菓子店でも販売され、
話題を呼んだ

米山 第5回大会のプランがベスト20
に選ばれ、本校で贈呈式を行ったのです
が、その際、プランづくりの取材にご協
力いただいた東伊豆の漁協の会長とお話

やく商品化に成功しました。プランは、

しする機会がありました。会長は、
「生

プランは、地元の特産品である天草の藻

天草クッキーの売り上げの一部を東伊豆

徒が本気でぶつかってきたから協力さ

場を再生する内容でした。これは、生徒

に寄付し、藻場再生に貢献するというも

せていただきました。もし、いいかげん

が静岡新聞に掲載された「海女さんがい

のでした。セミファイナリストに選ばれ

な気持ちだったら、私たちは協力しな

なくなり天草が採れなくなっている」と

た効果は、かなり大きかったですね。名

かったでしょう」とおっしゃってくだ

いう記事に興味を持ったことから始まり

だたる学校が参加するなか、
「頑張れば

さいました。それを聞いたとき、生徒た

ました。生徒は記事を頼りに関係者へ直

そこまでいけるんだ」という自信を、教

ちの真剣さが多くの人を動かしたのだと

接連絡を取り、実態を取材し、藻場再生

職員も、劣等感を持っていた生徒や後輩

実感しました。実は、第5回大会で別グ

と後継者育成には知名度の向上が必要と

たちも得られたと感じています。

ループが応募した鯖を使ったバーガー

考え、天草のクッキーを作るアイデアを

本川 本校も、グランプリ受賞の波及効

「SABAiBAR」のプランも、地元の人々

思い付きました。地元の洋菓子店の方に

果は大きかったですね。余田くんは、こ

を動かす効果がありました。生徒たちは

相談しながらクッキー作りを行ったので

の成果を自分たちだけで終わらせてはい

プランづくりのなかで、小学生の苦手な

すが、何回やってもうまくいかず、天草

けないと考え、校内の有志に呼びかけて

給食メニューの1位が魚だと知り、子ど

を刻むなどいろいろな工夫をして、よう

「交流会」を始めました。最初は高校生

もたちに「SABAiBAR」を食べてもら

ビジネスプラン・グランプリの経験を

うために給食センターへお願いに行きま

話していたようですが、他の生徒が行っ

した。私たちは、給食センターは基準が

ている課外活動の情報を共有したり、起

厳しいので、採用してもらえないだろう

業した生徒の実体験を聞く場を提供した

と思ってましたが、生徒たちの熱意が伝

り、かなり刺激的な場になっており、参

わり、小・中学校の給食メニューとして

加した後輩が新たなプロジェクトを立ち

正式に採用されました。

上げるケースも増えています。

木曽 大人が本気になって協力してくれ

木曽 「交流会」に参加した高校1年生

る経験は、高校生にとって大きな刺激に

の何人かは、第6回大会にチャレンジす

なりますね。

る予定です。このように生徒たちの自主

米山 地元との関わりのなかで、プラン

的な活動により、経験が継承されること

づくりにご協力いただいた企業に生徒が

は、すばらしいと思います。

就職するケースも出てきました。学校に

本川 校外では、地方紙だけではなく全

は多くの求人が届きますが、そういった

国紙にも取り上げられ、農業機械の専門

取り組みをした生徒は、企業側から求め

紙からも取材を受けました。さらに、棚

られることが多いですね。高校生ビジネ

田学会という専門性の高い団体から、学

スプラン・グランプリへの取り組みは、

米山 本校で初のベスト20に選ばれた
て んぐ さ

静岡県立伊東商業高等学校
進路課 課長

米山圭一郎
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教諭

進路にも大きな影響があったといえます。

感じています。高校生ビジネスプラン・

本川 グランプリ受賞メンバーは、この

グランプリは、生徒たちの秘めた可能性

プランを将来に生かしたいと言っていま

を広げるとともに、教職員や学校も変わ

す。余田くんはプランづくりで文系と理

るヒントを得られる、非常に優れた企画

系の垣根がないことのメリットを実感し

だと思います。

たので、そういう大学で経営を学びたい、
島田くんと加藤くんは、進学後も開発
した農機の改良に携わりたいと言って

「生徒にプレゼン経験を積ませたい」
「起業のハードルは高くない」

います。

米山 授業中は自分の意見を言えない生

木曽 高校生ビジネスプラン・グランプ

徒が、ビジネスプランのプレゼン練習に

リに参加することで、高校生のうちから

取り組むうちに、積極的に自分の意見を

起業意識を持つ生徒が、今後さらに増え

言えるようになることがあります。そう

るのではないでしょうか。今回、余田く

いう、教科の評価だけではない、生徒の

んたちがプランづくりでお世話になった

個性や長所を発見できることが、高校生

コンサルタントの方が、
「大学生起業の

ビジネスプラン・グランプリのいいとこ

ブランドは普通になってきたので、これ

ろだと思っています。ですから、もっと

からは高校生の起業に価値が生じるので

生徒たちにプレゼンの場を経験させ、自

だと思っていますので、日本公庫にはそ

はないか」とおっしゃっていました。今、

分の考えを伝える力をつけさせたいとい

んなにハードルは高くないということを

本校では高校1年生を対象に、社会で活

うのが、個人的な要望です。書類審査で

発信し続けてもらいたいです。高校生ビ

躍する卒業生を呼んで「キャリア・セミ

落ちてしまうとプレゼンの機会を得られ

ジネスプラン・グランプリに携わってい

ナー」を開催しているのですが、将来そ

ないので、できれば地区予選のようなか

ると、若い才能や発想に触れて、
「私た

の場に余田くんたちが登壇し、今回の経

たちで多くの参加校がプレゼンで競い合

ち大人はそういう視点でものを見られな

験をオフィシャルなかたちで後輩たちに

えると、もっといいと思います。

い」と驚かされることが多々あります。

伝えてくれればいいと思っています。

木曽 教育には、決められたことを教え

そんなフレッシュな感覚を社会につな

本川 潜在的に「いずれ起業したい」と

る、生徒を枠にはめ込んでしまう面が少

げ、その芽を育てるために、今後も高校

考えている生徒は多いでしょうが、起業

なからずあると思います。しかし、実は、

生ビジネスプラン・グランプリが発展し

を視野に進路を考える生徒は、これまで

その枠からはみ出たところに新しいもの

ていくことを期待します。まだ全国には

ほとんどいませんでした。ですが、今回

を生み出す芽が隠れていると思うので、

参加していない学校や地域があると思う

の余田くんたちは、学校側として進路指

そこにフォーカスされるような試みをこ

ので、今以上に参加校が増えて裾野が広

導に起業への道筋を考えなければならな

れからも続けてほしいですね。

がり、才能に目覚める生徒が全国レベル

い初めてのケースになるかもしれないと

本川 高校生たちはまだ起業を遠いもの

で増えることを願っています。

学校法人 市川学園 市川高等学校
社会科

木曽千尋

教諭

「先生方の熱意が生徒を支える」
日本公庫 創業支援部

濱田健志

今回お集まりいただいた先生たちに共通するの
は、基本的にプランづくりは生徒に任せているこ
と。鼎談からは、
「生徒たちに失敗を経験させ、
そ
れを解決するために自ら考え行動することを学ば
せたい」
という、熱い思いが伝わってきました。これ
は、高校生ビジネスプラン・グランプリの目的と重
なるところです。一番身近なアドバイザーとして温
かく、
ときには厳しく生徒たちを指導される先生は、
高校生ビジネスプラン・グランプリにおいて欠かせ
ない存在であることを改めて感じました。

27

これがゴールじゃない
夢も勉強も、
まだまだ続く
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ファイナリスト一覧

第 1 回 大 会（発 表 順）
1

沖縄県立八重山農林高等学校

沖縄県

老廃牛（経産牛）
から
「石垣長寿牛」加工食品の開発

5

青森県立名久井農業高等学校

畜産部

チーム名

発表者

上江洲 安志、
川満 優梨亜、石垣 楓夏

発表者

子牛繁殖の役割を終えた処分予定牛
（老
廃牛）
に、新しい付加価値をつけて商品化
する。

愛媛県立宇和島水産高等学校

宇和海からの贈り物
～水高育ちのエコなアワビ～
チーム名
発表者

愛媛県

グランプリ

水高ブルーカーボン・
プロジェクトチーム
淺野 良輔、中平 健太、
翠簾屋 大雄

香川県立高松工芸高等学校

TEAM FLORA
PHOTONICS
松橋 奈美、葛形 小雪、
佐々木 愛

部屋のなかでも花を咲かせ、
さらに室内の
空気を浄化してくれる不思議な鉢花を提
供するサービス。

宇和海の環境保全と地域活性を目的に、
海を浄化するために養殖したコンブを餌に
「エコ」
なアワビを養殖・販売する。

3

6

栃木県立宇都宮白楊高等学校

かっぱっぱ王国
～ Let’s enjoy rainy day ! ～
チーム名

白心P社

発表者

黒川 真希、吉田 茜、
高野 紫音

香川県

7

京都府立桂高等学校

新たな京ブランドの確立と
機能性食材の可能性について

チーム名

未来のデザイナー Dたまご

チーム名

京の伝統野菜を守る研究班

発表者

甲野 美鈴、西原 萌恵、
小泉 佑果

発表者

青木 明日香、村田 杏里、
松岡 奈々

24時間、コンビニエンスストアでの医薬品の
受け取りを可能にし、
その相乗効果による売
り上げ増加を狙う。

慶應義塾高等学校

ワールドベンチャーコミュニケーション
～世界中のサポーターがすぐそこに～
発表者

長野 佑樹

日本とアメリカをＳＮＳと会場で結び円滑な
交 流と投 資を行える仕 組みを作り、
日本の
起業率のアップをめざす。

栃木県

審査員特別賞

世界にひとつだけの雨かっぱを、
自由自在
にカスタマイズする。
『Let’
s enjoy rainy day !』

i ファーマシー24
～コンビニで24時間、薬が買える！～

4

青森県

思わず深呼吸
〜花いっぱいの明るく澄んだ空間をあなたに〜

チーム名

2

2013

京都府

準グランプリ

機能性食材として蓮（はす）
に注目。新た
な京 都ブランドとして確 立し、食 品から観
光産業までをプロデュースする。

神奈川県

8

市川高等学校

親孝行サービス
～洗濯の新たな選択肢を求めて～
チーム名

11back

発表者

高 昌豪、北原 経至、
植田 滉大

千葉県

審査員特別賞

部 活 動などで汚れた衣 類や靴の洗 濯は
とても大 変。そんな面 倒な家 事から解 放
される「親孝行」サービスを提案！
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第 2 回 大 会（発 表 順）

香川県立高松工芸高等学校

香川の漆PRプロジェクト
〜うどん県からうるし県へ〜

香川県

審査員特別賞

同志社国際高等学校

麗漆社 うるわししゃ

チーム名

RADIX

発表者

川村 聖、冨田 日和、
松場 ひかり

発表者

中西 良太、神吉 省吾、
釣巻 洋子

2

福岡県立福岡工業高等学校

アプリケーションを用いて観光の常識を変
える。今までなかった豊かで快適な観光を
提供する。

福岡県

じょうろ見守り隊

7

静岡県立静岡農業高等学校

松葉から生まれる新産業システム

チーム名

Idea Union

チーム名

松葉研究班

発表者

青柳 哲、上田 祐也、
大神 優佳

発表者

山口 純佳、増田 彩花、
望月 桃子

独り暮らしの高齢者のための安否確認シス
テムの提案。コミュニティーづくりもめざす。

3

千葉県立千葉商業高等学校

千葉県

8

京都府立桂高等学校

INAKAっぺ

チーム名

京の伝統野菜を守る研究班

発表者

内田 瑞穂、安食 良太郎、
清宮 悠輝

発表者

松岡 奈々、村田 杏里、
田中 友真

千葉の商品の魅力を、訪日外国人
（インバ
ウンド）
に口コミで拡散してもらうビジネス。

つなぐハウス
～Newライフ、Newコネクト！～

岡山県

審査員特別賞

9

宮城県農業高等学校

ＡＲ観光で雇用を創出！
～咲かせよう白石の城下町～

ビジネス研究部

チーム名

しょっかーず

発表者

河合 郁弥、佐藤 稜恭
合田 竜平

発表者

齋藤 春菜、遠藤 玲美、
佐藤 舞

若 者がチャレンジしやすい環 境づくりとし
て、街に「つなぐハウス」
を設立し、ソーシャ
ル・ビジネスを提案。

沖縄県立中部農林高等学校

“琉球からハジマル”
イモのムーブメント

宮城県

審査員特別賞

Ｉ
Ｔ技術を駆使した次世代型観光を開発。
日本の歴史を体感できるインバウンド観光
で被災地復興をめざす。

沖縄県

10

愛知県立五条高等学校

バタフライエフェクト
～あなたの一円が世界を救う～

チーム名

バイオ研究部

チーム名

火曜日２時の松

発表者

座喜味 涼、比嘉 彦貴、
新川 美紗

発表者

松岡 直希、
樋口 大祐

増収可能なバイオ苗の革新的な培養方
法を確立し、機能性食品として、芋、芋の
葉、
バイオ苗を販売する。

京都府

日本固有文化の「畳」や「藺草（いぐさ）」
に着目。途上国を市場に、
グローバルに事
業を展開する。

チーム名

5

準グランプリ

TATAMIを共通語へ
～アジアから食用藺草と畳を発信～

チーム名

岡山県立倉敷鷲羽高等学校

静岡県

廃棄される松葉の機能性を見出し、その
効果を生かした商品を作る新産業システ
ムによる地域活性化プラン。

インバウンドの増加をビジネスに活かせっ！

4

京都府

「NINJA」
～より快適に、よりスムーズに～

チーム名

香川漆芸をプロデュース。知名度＆売り上
げアップをめざして、漆器産業の発展と地
域活性化を図るプラン。
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6

寄付者個人へのサービスを充実させる革
新的な募金システムを構築し、
日本におけ
る寄付文化の定着を図る。

愛知県

グランプリ

第 3 回 大 会（発 表 順）
1

静岡県立富岳館高等学校

究極のエコ資材の可能性
～被災地の法面緑化～

静岡県

審査員特別賞

6

岩手県立遠野緑峰高等学校

キノコ研究班

チーム名

草花研究班

発表者

飯島 大、刈谷 美咲、
杉山 絵里香

発表者

菊池 真彩、菊池 奨梧、
千葉 慎太郎

2

岐阜県立大垣養老高等学校

グリーンカーテンに革命起こせ！
～冬でも楽しめる食用瓢箪カーテン～

ホップ農家の廃棄した蔓（つる）
からホップ
和紙を製作し、農家の所得向上に向けた
産業振興をめざす。

岐阜県

審査員特別賞

7

広島市立広島工業高等学校

瓢箪倶楽部秀吉

チーム名

はかり隊

発表者

川添 梨央、西脇 未来、
日比 彩花

発表者

岡本 真美、佐々木 敦也、
大畑 翼

食用瓢箪（ひょうたん）苗の販売及びイル
ミネーション製作体験と、参加型イルミネー
ションの地域おこしイベントを開催する。

青稜高校

”ききゅう
（木救）教室“で、
学校生活を快適にする！
発表者

センサーネットワーク技術で環境の「見え
る化」
から、熱中症対策製品など、安心生
活をサポートする。

東京都

グランプリ

河崎 奎太

シックスクール症候群で学校へ行けない
生徒を通学できるようにするため、国産の
スギ材を使った
「ユニットタイプの箱型教室
“ききゅう
（木救）
教室”
」
を開発。

4

千葉県立千葉商業高等学校

Reborn ～捨てられる地域資源、
落花生の「カラ」に新たな役割を！～

8

市川高等学校 千葉県 筑波大学附属駒場高等学校 東京都
武蔵高等学校 東京都 桐朋女子高等学校 東京都

アイデアランウェイ
チーム名

TASK

発表者

鈴木 一真、加藤 紗雪、
牧 明莉沙

文 化 祭 の 展 示を電 子 化し、Webサイト
「アイデアランウェイ」に公開。学習塾のス
ポンサー料を収入源とするビジネスプラン。

千葉県

審査員特別賞

9

岡山県立倉敷鷲羽高等学校

NASS

チーム名

ビジネス研究部

発表者

種山 菜々美、山崎 紗也香、
諸石 愛海

発表者

河合 郁弥、合田 竜平、
佐藤 稜恭

千葉県の名産である落花生の殻を消臭
剤に生まれ変わらせるプラン。

香川県立高松工芸高等学校

おへんろレンタサイクル
～四国八十八カ所 慈転車参り～

創生ヒーロー“コジマキッド”
を主人公とし，
世代を超えて連綿と伝承される郷土文化
の創生に取り組む。

香川県

準グランプリ

10

大阪府立三国丘高等学校

大阪府

JAPI NOY EDUCATI ON

チーム名

お遍路☆GIRLS

チーム名

これすぽ！

発表者

川村 聖、橋本 璃沙、
冨田 日和

発表者

坂本 浩介、河本 咲実、
杉本 涼

四国八十八カ所にレンタサイクルを設置す
ることで寺と寺や人と人を結ぶ、
自転車遍
路をサポートするビジネスプラン。

岡山県

創生ヒーロー “コジマキッド”
～児島未来ビジョンへの 挑戦～

チーム名

5

広島県

はかり隊
Green Shiko Project

チーム名

3

岩手県

ホップ和紙拡大プロジェクト

チーム名

植物成長調節物質「AOH」
と「炭化ペー
パースラッジ」
を組み合わせた新規エコ資
材AOHチップの提案。

2015

人口増加で雇用不足のフィリピンと、人口
減少で人手不足の日本。派遣事業を通し
て課題解決を図るBOPビジネス。

31

第 4 回 大 会（発 表 順）

201 6
1

静岡県立藤枝北高等学校

静岡県

こうじ き ん

天然糀 菌による発酵の町プロジェクト
～米の花を紡ぐ物語～

準グランプリ

兵庫県立播磨農業高等学校 兵庫県
沖縄県立美来工科高等学校 沖縄県
沖縄県立中部農林高等学校 沖縄県

食品サイエンス部

チーム名

播磨コザPJ委員会

発表者

山本 雛代、池田 響、
堤坂 侑奈

発表者

坂本 康輔、秦 琴乃、
島尻 景斗

2

北海道大谷室蘭高等学校

北海道

7

早稲田大学高等学院

なびにばる

チーム名

U-18 おもてなし室蘭

発表者

発表者

外崎 結杜、窪田 理央、
島下 ほのか

商業施設に訪れたお客様に新商品など
の情報をアプリを使って提供し、買い物を
より快適にするサービス。

室 蘭を訪れた観 光 客に、夜 景、食 事、地
元 住民との交 流を提 供する。海 外の方
には観光案内も行うプラン。

四條畷学園高等学校

子ども達に愛を…☆

大阪府
審査員特別賞

8

京都府立桂高等学校

チーム名

京の伝統野菜を守る研究班

発表者

横田 桜、
石原 実佑

発表者

古田 萌黄、瀧瀬 楓子、
尾島 あかり

い

山口県

じ ま

伝統織物柳 井 縞をつかったソーシャルビジネス
～伝統品でペットビジネスに参入！～

9

大阪府立三国丘高等学校

ビビック
～安全な蚊除け商品開発ブランド～

チーム名

しましま班

チーム名

ビビック

発表者

村田 里咲、大村 菜々子、
藤元 紀子

発表者

飯坂 莉名、薮 日向、
隅野 果歩

伝統織物「柳井縞」
をソーシャルビジネス
として障がい者らに制作してもらい、ペット
用品として販売するプラン。

5

渋谷教育学園渋谷高等学校
Yokohama International School
British School in Tokyo

離島でVolonge 〜Volontaire et Voyage〜

大阪府

グランプリ

海 外で蚊 除けを目的としたアイテムを製
造 販 売するブランド「ビビック」。子どもた
ちを蚊の脅威から守る。

東京都
神奈川県
東京都
審査員特別賞

10

相生学院高等学校明石校

世界ベンチ家族物語
～今こそ絵本で家族をつなぐ！～

チーム名

FROGS

チーム名

創作絵本ベンチプロジェクト

発表者

西尾 美哉、
マイアスキー・リア、
カーソン・エイミー

発表者

永江 春輝、大橋 央夢、
溝口 薫乃

地 域 活 性 化とボランティアを融 合させた
旅行を商品として提供するプラン。

京都府

訪日観光客をターゲットに、放置竹林整
備ボランティアを目玉とした日本の食 材
の魅力を京都から発信する。

山口県立柳井商工高等学校
や な

審査員特別賞

乙訓から発信 ボランティア型観光への挑戦
～京の伝統野菜は外国人観光客が守る～

Wonderful World

空き家を再利用した子育て支援事業を立
ち上げ、子ども、親、過疎化した地域全体
に元気を与える。

東京都

武田 政和

チーム名

4

沖縄県
沖縄県

兵 庫と沖 縄で広 域ネットワークを構 築。
地 域の情 報を共 有し、課 題 解 決に向け
たシステムを創出する。

旅人と地元民の心をつなぐ
「おもてなしサロン」へようこそ

3

沖縄県立コザ高等学校
沖縄県立美里高等学校

播磨とコザの高校生が“創るマチ”Start up Project！
～地域の“食”と“農”を未来につなぐ～

チーム名

地域に生息する天然糀菌を利用して取り
組んできた商品開発と発酵体験教室。そ
の活動を生かして町おこしに挑戦。
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6

家 族の記 念日に、視 覚 障がい者の方々
を含めた家 族とベンチくんが 登 場する、
世界で一冊だけの絵本を制作する。

兵庫県

第 5 回 大 会（発 表 順）
1

興譲館高等学校

岡山県

「デニム着物＠国の重要文化財in倉敷」による
『普段着感覚の和装街歩き聖地化プロジェクト』

6

青森県立名久井農業高等学校

青い森のほくほくカボチャ
～メガソーラー農園化計画～

チーム名

デニム姫

チーム名

TEAM FLORA PHOTONICSⅡ

発表者

髙田 友美、槇田 彩花、
田中 百花

発表者

坂本 成海、大平 竜福、
加藤 大樹

国の重要文化財を舞台にしたデニム着物
体験を起爆剤に、倉敷を「普段着感覚の
和装街歩きの聖地」
として地域活性化を
図る。

2

千葉県

7

グランプリ

〜すべてがワンコイン、子どものまち
（まちなか職業体験）
〜

Agri Successors

チーム名

ほとめきスチューデンツ

余田 大輝、加藤 泰成、
島田 恵佑

発表者

日髙 清光、紀井 大空、
松﨑 広太

棚田の衰退抑止、さらなる発展をめざした
棚 田 用自律 型 稲 刈り機『 弥 生 』の開 発
と、棚田固有の魅力を生かした経営によ
り再興を図る。

商 店 街から広げる地 域の輪！ 商 店 街
に放 課 後の子どもたちが楽しく学べる回
遊式の職業体験所を設置する。

京都府立桂高等学校

京都府

バナナに秘められた魔法の力！
〜フィリピンの未来を救うために〜

8

栃木県立宇都宮工業高等学校

魅せる耐力壁への挑戦
～
「鹿沼組子」による耐力壁～

チーム名

京の伝統野菜を守る研究班A

チーム名

建築科 組子班

発表者

古田 萌黄、高橋 和奏、
瀧瀬 楓子

発表者

佐藤 諒、黒﨑 沙月、
舘野 愛佳

フィリピンのバナナ農家の経営改善を目
指し、廃棄物である皮を活用した防除薬
を製造・販売する。

新潟県

ワンタッチで便利を作る
～ファスナーを使ったカスタマイズ商品づくり～
望月 まい

愛媛県立長浜高等学校

クラゲ予防クリームの開発

9

慶應義塾高等学校

Bridge
～学生と社会のマッチングサイト～

ファスナーを使い、福祉用品や家具などの
汚れた部分を簡単に取り換えられるプチカ
スタマイズ商品を企画・販売する。

5

チーム名

二石一鳥

発表者

石丸 義久、
石原 有基

審査員特別賞

神奈川県

審査員特別賞

学生のアイデアと企業や自治体の資金・
ノウハウをマッチングさせ、新たなものを生
み出すサイトを運営する。

愛媛県

準グランプリ

10

北海道大谷室蘭高等学校

北海道

オール室蘭が本気で作り上げたＢ級グルメ

チーム名

チーム・ニモ

チーム名

U-18 室蘭デリシャス発見隊

発表者

重松 楽々、梶岡 萌伽、
草川 大悟

発表者

岩村 航輝、菊池 諒、
小笠原 穂美

海水浴客やサーフィンなどマリンスポーツ
をする人向けに、クラゲ予防クリームを開
発・販売する。

栃木県

栃木県伝統技法のひとつである「鹿沼組
子」
と、
「栃木の杉・檜」
を組み合わせ、
「魅
せる耐力壁」
を生産・販売する。

新潟清心女子高等学校

発表者

福岡県

子どもパワーで商店街を変える！コストをかけないＷＩＮＷＩＮビジネス！

発表者

4

審査員特別賞

久留米大学附設高等学校

チーム名

3

青森県

メガソーラー発 電 所の空きスペースで有
機カボチャの生産を行うとともに、
日本農
業の問題解決にも貢献する。

市川高等学校

棚田の未来を守れ！
～棚田用自律型稲刈り機『弥生』～

2017

地元の素材を使ったハンバーガーを室蘭
の新 名 産 品にするとともに、学 校 給 食で
の提供、具材の通信販売を行うプラン。
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歴代
事 務 局スタッフ
座談会

高校生ビジネスプラン・グランプリ

そしてこれから
5 年間の軌跡、
高校生ビジネスプラン・グランプリの企画・運営に携わる日本公庫 創業支援部。
第1回大会からの歴代担当者が、立ち上げの経緯、企画立案の裏話やエピソード、
高校生ビジネスプラン・グランプリへの思いなどを語り合った。

立ち上げ～第1回大会

ゼロからのスタート、
最初は散々だった出張授業

斎藤 当初、
「本当にそんなニーズはあ

立見 日本公庫の創業支援のノウハウを

るのか」と、多くの指摘を受けました。

「起業教育の現場に還元する」というコ

そこで、創業支援部や創業支援センター

ンセプトにしたので、最初からです。

濱田 高校生ビジネスプラン・グランプ

のスタッフが各地の高校を回ってヒアリ

斎藤 出張授業の教材は、日本公庫が創

リ立ち上げの経緯から始めましょう。

ングしたところ、
「ぜひやってほしい」と

業者向けのセミナーで使っている資料を

立見 創業支援グループでは毎年春先、

いう先生からの回答がすごく多かった。

参考にして作りました。

その意見をまとめて、ようやくゴーサイ

立見 最初の出張授業は散々だったね。

るか」をテーマに話し合っていて、以前

ンが出ました。

京都の高校で出張授業をやらせてもらっ

からコンテスト開催のアイデアはあった

濱田 出張授業は、最初から組み込まれ

たけど、全然、高校生に響かなくて……。

んです。大学生を対象にする案も出たけ

ていましたか？

斎藤 「もっと高校生が食いついてくれ

「どうすれば創業の機運を盛り上げられ

れど、それはほかでもやっているから、
高校生でいこうという話になりました。
濱田 高校生を対象にすることには、反
対意見もあったんじゃないですか？
立見 日本公庫が足を踏み入れたことの
ない分野だし、どの年齢層まで起業教育
をするのか整理ができていない状況だっ
たので、これでいいのかという思いはあ
りましたね。

34

左／第1回大会グランプリの宇和島水産高等学校。スピーチで観客を魅了した翠簾屋大雄さんは、
「社会のために役立ちた
い」
と、大学の社会福祉学科に進学した 右／エントリー数が第1回大会の1,546件から171件増えた第2回大会

そうな、身近な事例を取り入れないとダ
メですね」って、立見さんと話した記憶
があります。
立見 理屈っぽくて教科書みたいだった
ので、クイズ形式や対話形式の要素を
取り入れていったんです。それからは、
徐々に浸透していきました。
濱田 「ヒット商品は何ですか」といっ
たコンテンツですよね。時代に合わせて
多少変わりましたけど、今もそのフォー
マットは残っています。ところで、
「高

岡崎支店 国民生活事業
融資第二課長

創業支援部 創業支援グループ
グループリーダー

立見大作

斎藤健一

五反田支店 国民生活事業
融資第二課長

河本祥忠

校生ビジネスプラン・グランプリ」
のネー
ミングはどうやって決めたんですか。

んです。こうした経緯から、
「次からは

斎藤 分野別の候補者をリストアップし

斎藤 みんなで名前とキャッチコピーの

何とかしよう」と話し合い、第2回大会

て、一人ずつお願いにうかがいました。

案を出し合って決めました。“ ○○甲子

からまともな賞状になりました。
今となっ

立見 起業に理解のある各界の著名人が

園 ” とかいろいろ出たけど、
「高校生ビ

ては “ レアもの ”の賞状です（笑）
。

審査員になってくださり、毎回、高校生

ジネスプラン・グランプリ」がいいとい

斎藤 最終審査会の反響は大きかった

たちに温かい言葉をかけていただけるの

う意見で一致しました。

ですね。グランプリに輝いた宇和島水

は、とてもありがたいです。

み

す

や だ いゆ う

立見 キャッチコピーはなかなか決まり

産高校（愛媛県）
の翠簾屋大雄くんの素

濱田 第2回大会では参加校が207校、

ませんでした。まず「無限大」がいいと

晴らしいスピーチにみんなが感動して、

エントリー数は1,717件に伸び、それに

いうことになり、それと何を組み合せる

日本公庫内でも「これはいいイベントだ」

対応するために第3回大会から Web 受

かを考えて、最終的に「創造力、無限大」

と認識されたんだと思います。マスコミ

付システムが導入されました。

に決まったんです。

にも取り上げられました。

斎藤 応募数が多くて対応が追いつか

濱田 第１回大会からエントリー数が

立見 高校生たちのプレゼンテーション

ず、このままだと応募したのにエント

1,546件って、相当多いですね。

のレベルが高かったことに救われました

リー登録がないとか、書類を紛失し

立見 実は、締め切りの前々日には

ね。どの高校のプレゼンテーションも

てしまったとか、取り返しのつかない

100件しかエントリーされていなくて。

すばらしくて、あらためて彼らのポテン

トラブルが起きてもおかしくない状況

目標が500件だったので焦っていたら、

シャルの高さを認識しました。あれを見

だったので、システム化せざるをえな

最後の2日間でワーッと。

て、
「全国にはまだまだすごい高校生が

かったんです。

斎藤 郵便がドバーッと届いて、めちゃ

いるはずだ」と感じたから、
次につながっ

永松 私が創業支援部に異動してきた

くちゃ盛り上がりましたね。

ていったんじゃないですか。

濱田 1,546件の書類審査は大変だっ
たんじゃないですか。
立見 審査よりフィードバックのコメン

第2回～第3回大会

大会の仕組みづくりと
周知活動に注力

トを書く作業が大変でした。

濱田 第2回大会からは、最終審査会の

永松 「ベスト100」は、当初の予定に

参加者にメッセージパネルを書いても

はなかったと聞きました。

らったり、学校賞を日本公庫の支店が届

斎藤 予想外に応募プランのレベルが高

けるかたちに変えたり、映像配信を始め

くて、ファイナリストにもれたプランに

たり。数々の新しい試みが始まりました。

もぜひ賞をあげたいという話になって、

立見 第2回大会の映像配信はお試しと

急遽「ベスト100」という賞をつくりま

いう感じでしたが、評判が良かったので

した。

第3回大会から正式に始動したんです。

立見 急いで台紙を買ってきてプリン

濱田 この回から、審査員もほぼメン

ターで印刷して、私が賞状を手作りした

バーが固まりましたね。

上／最終審査会参加者たちが書いたメッセージパネル
下／審査員のメンバー。起業に理解のある各界の著名人
が顔をそろえた
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立見 税理士の先生が、このページをい
つも見ていると言っていたよ。
永松 ずっと見てくださっている方が多
く、
「これだけファンの離脱率が少ない
のはすごい」と業者の方から褒められま
した。個人的には、もっと「いいね！」
が増えてほしいんですけど（笑）
。
第4回大会～第5回大会

創業支援部

創業支援部

永松伸悟

創業支援部

濱田健志

早原詩津香

早原 キャラクターやノベルティグッズ

時、ちょうど Web による応募受付シス

立見 応募数が増え、すべての高校で

を作り始めためたのは、第4回大会から

テムの導入が始まりました。右も左もわ

出張授業を行うのはマンパワー的に無

ですよね。

からない状態で担当になったので、本当

理ということになり、第2回大会の頃か

永松 第3回大会の最終審査会用チラシ

に苦労しました。

ら開発を始め、第3回大会のタイミング

に使った写真と同様の写真が、他のイベ

濱田 システム化にあたって、
「どうして

でリリースしました。青稜高校
（東京都）

ントでも使われていたことがわかり、汎用

も導入してほしい」機能はありましたか？

の河崎奎太さんが「gacco」を受講して

的な写真はやめようという話から、
思い切っ

斎藤 応募状況をリアルタイムで集計

応募し、第3回大会のグランプリを取っ

てイラストのキャラクターを作りました。

できる機能は必須だと考えました。ホー

たことは、その効果を実証する意味でも

早原 二次元バーコードのシールも、こ

ムページ上での応募入力作業を、担当

印象深かったですね。
「gacco」は高校

のときからですね。

の先生にしてもらうか、高校生にしても

生だけでなく、一般の方がビジネスプラ

永松 周知を高めるには、パンフレット

らうかで、かなり悩みました。その当時

ンをつくる際にも勉強になる内容だと思

だけでなく日常的に手に取って使っても

は Web 申し込みが全体の4割程度でし

います。

らえるツールがいいだろうということで、

たが、今はどうですか？

早原 私が現在、運用を担当している

付箋とかペンとかいろいろな案が出たん

濱田 エントリーはほぼ Web による申

Facebook も第3回大会からです。

ですけど、学生なら誰でも使うという理

し込みで、９割を超えています。ところ

永松 日本公庫をもっと若年層に周知し

由でクリアファイルになりました。

で、オンライン講座の「gacco」も、

なければならないという課題があり、
「そ

河本 二次元バーコードのシールは、

第3回大会からですよね。これはどうい

の一手としてSN Sが有効だろう」
「SNS

Facebookのページの認知度を上げるこ

う経緯で始まったんですか？

にもいろいろあるけれど、実名が使われ

とと、ホームページを PR しようという

る Facebook がいいだろう」と。情報

ことで、作ることになりました。最初は

発信できるコンテンツやリスクを考えた

名刺に印刷するつもりでしたが、再生紙

ときに、やはり高校生が対象のビジネス

への印刷が難しくて、安価に作れるシー

プラン・グランプリがいいということで

ルになりました。ところが、これが大き

スタートしました。

すぎても小さすぎても読み込めず、相当

左 ／ 第3回 大 会では、
「gacco」受 講 生 の 河
崎奎太さん（青稜高校）
がグランプリに輝いた
下／第4回大会グランプ
リの三国丘高校。生徒
や先生、家族ら大所帯
で受賞を喜んだ

第4回大会から作り始めたノベルティグッズ

（中央上はグランプリのトロフィー）
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OB・OGの中から
ついに起業家が誕生

第４回大会からは
イラストのキャラクターが登場

苦労しました。それなのに、あまり使わ
れることもなく、翌年から名刺の裏に印
刷されることで、お役御免になりました。
濱田 最終審査会で OB・OG のインタ
ビュー動画を流したのも第4回大会から
です。
永松 OB・OG のメッセージは、応募し
た高校生や、次回以降の応募を考えてい
る高校生にエールを送る目的で採用する
ことになったんです。そして、まずは出
演メンバーを集めることから始めました。

日本公庫が全国各地で展開している出張授業では、事務局も講師
を務めている。2017年度の出張授業実施先は300校！

河本 創業支援センターに頼んだら、大
会後も連絡を取っている OB・OG が15

つかむきっかけになりました。

した。残念ながら、試作品をつくるとこ

人くらいいると。そのなかには起業準備

立見 高校生ビジネスプラン・グランプ

ろまでいったものの受験勉強が始まり、

中の方、就職予定だったけど大会参加を

リを経験した高校生が、実際に起業して

時間切れになってしまいました。あれは

機に進学した方もいて、すごくいいもの

特別講演者として登場するというシナリ

今でも忘れられません。

が撮れたので最終審査会で流すことにな

オは、われわれの夢ですね。

斎藤 僕が印象に残っているのは、青稜

りました。
斎藤 OB・OG のインタビュー動画は、
試しに第3回大会の交流会で初めて流し

高校の河崎さんかな。応募前に「相談

過去、現在、
そして未来

若者の創業マインドの
向上をめざし、
さらなる発展を

できますか」と連絡があったので、日本
公庫に来てもらって応募方法などをレク

てみました。

早原 これまで高校生ビジネスプラン・

チャーしたのをよく覚えています。その

河本 そのときの評判が良かったので、

グランプリに携わってきたなかで、印象

あと応募してくれたビジネスプランを見

大々的にやったのが第4回大会の最終審

に残っているのはどんなことですか？

たらすばらしい内容で、最終的には本当

査会です。その背景にはホームページが

斎藤 提出されたビジネスプランのフィー

にグランプリを取っちゃったんです。彼

あるんです。以前から、ホームページを

ドバックのコメントを、すごく時間をかけ

が受賞スピーチで、
「斎藤さんにはお世

充実させたいという思いがあって、そこ

て書いたことは忘れられませんね。丁寧

話になりました」と言ってくれたときは、

を見据えて、まず OB・OG を撮り、次

に一件一件コメントを返すのは大変でし

本当にうれしかったですね。

に先生のインタビュー動画を撮影しまし

たが、高校生たちの思いをじかに感じる

河本 出張 授業で地方へ行くと、純朴

た。それは斎藤さんが第3回大会でして

貴重な経験でした。

な高校生たちが一生懸命プランをつくっ

いたことを拡充した感じです。

河本 忙しかったけど、ほかの仕事では

ている姿を目の当たりにします。よく覚

早原 OB・OG 会も初めて開催されま

なかなか得られない、創造する楽しさが

えているのが、奄美高校（ 鹿児島県）の

したね。

ありました。それより何より、高校生の

生徒たちです。高校生ビジネスプラン・

永松 回を重ねることで過去の参加者も

笑顔に癒やされました。そのおかげで頑

グランプリに参加した後も地元の酒造

多くなり、OB・OG とのつながりも大事

張れたのかなっていう気がしますね。

会社と組んでリキュールを造ったりして

にしたいということで、2017年の夏に声

立見 われわれの創造力も無限大になっ

をかけたところ、20人ほど集まりました。

たということですね（笑）
。

立見 反響はありましたか？

早原 みなさんの印象に残っている学生

永松 ありましたね。OB・OG 同士で交

やチームについて教えてください。

流を深めてもらい、創業支援部とのつな

立見 すぐ思いつくのが、ぐんま国際ア

がりができればと考えていたのですが、思

カデミー高等部（群馬県）の川田祐嘉

いがけず、
すでに起業している方が現れて、

さんです。私は、彼女からアプリをつく

「えっ!?」という驚きもありました。

ゆ

か

りたいという相談を受けて、真夏の渋谷

濱田 OB・OG たちの動向や、会社を

で一緒にベンチャーキャピタルを回った

立ち上げたい、起業したといった情報を

り、アプリ開発の会社を訪問したりしま

応募プランすべてに目を通し、フィードバックの
コメントを書く創業支援部スタッフ
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いて、
「鹿児島の物産展があるから来て

います。

ください」と呼ばれて行ってみたら、彼

早原 最後に、今後の高校

らが商品を売っていて……。その姿を見

生ビジネスプラン・グラン

たとき、この仕事をやっていて本当によ

プリへの期待を聞かせてく

かったと思いました。グランプリは回を

ださい。

重ねるごとにエントリー数が増えていま

立見 高校生ビジネスプラ

す。今後も、本気で起業を考える高校生

ン・グランプリに参加して

だけでなく、地方の普通の高校生も参加

達成感を味わうことも大事

できる大会であってほしいです。

ですが、高校生には、自分

2018年8月10日 に 大
阪で開 催された「 第2回
OB・OG会 」。前 回 の2
倍 以 上 の50人が 参 加
し、大いに盛り上がった

がやる気になれば何でもで
きることに気付いてもらい
たい。そういうイベントであってほしい

ほしいです。それと、全国には約5,300

し、それが結果的に起業につながれば、

の高校があるので、より多くの高校生に

本当にすばらしいと思います。

参加していただき、もっと裾野が広がれ

斎藤 「起業教育の推進」に貢献すると

ばいいと思います。

いう原点を忘れてほしくないですね。地

濱田 高校生ビジネスプラン・グラン

鹿児島・奄美大島での出張授業。高校生たち
の笑顔がスタッフの元気の源

道に出張授業に出かけて高校生たちと

プリは、やりがいのあるおもしろい業務

ふれ合い、彼らが何を考えているのか

です。これは私自身にも言えることです

永松 私が印象に残っているのは、第4

を知り、その目線を失うことなく続け

が、まず担当者自身がこの仕事を楽し

回大会に参加した三国丘高校（大阪府）

てほしいです。

むことが必要かな、と。その熱はきっと

です。ファイナリストに1チーム、セミ

河本 私も、出張授業に出かけ、高校

周囲にも伝わり、高校生ビジネスプラ

ファイナリストに2チーム残っていたの

生と直接話をすることに、すごく意義が

ン・グランプリがさらに盛り上がること

で、最終審査会には、先生、生徒、親

あると思っています。ただ「エントリー

につながるはずです。

御さんが大所帯で参加されました。彼ら

してね」ではなく、今の高校生が何を考

早原 私は4月から高校生ビジネスプラ

は見事グランプリに輝いたのですが、発

えているのかを理解し、しっかりサポー

ン・グランプリの仕事を担当しています。

表の瞬間、受賞当事者だけでなく、一緒

トしていかなければなりません。それと、

今までの業務とまったく違うのでわから

に来ていた生徒や先生、親御さんがみん

グランプリを取るためのテクニックに走

ないことだらけですが、今日、先輩方の

な立ち上がってワーッと大喜びしていた

ることなく、高校生ならではの自由な発

お話を聞いて、みなさんがすごく思い入

んです。その姿を見たとき、セミファイ

想でビジネスプランをつくってほしいと

れを持って仕事をされていたことがわか

ナリストのメンバーたちもみんなで練習

思います。

りました。これから第6回、第7回と続

を重ねてきたんだろうなということがわ

永松 OB・OG とのつながりは、これ

いていきますが、原点を忘れることなく、

かり、すごく感動しました。

からの大きなテーマでもあるので、もっ

さらなる発展を目指して頑張っていきた

濱田 私は、立教新座高校（埼玉県）の

と彼らとつながる機会を増やしていって

いと思います。

小川嶺さんです。地区表彰式でインタ
ビューしたとき、一つひとつの質問に対
して、自信をもって受け答えする姿がす

創業支援部 ベンチャー支援グルーブ グループリーダー

ごいと思ったのが最初の印象です。彼に

金子孝幸

は、その後も出張授業の講座に来ても

歴代事務局スタッフ座談会は、会話が途切れること
なく大いに盛り上がりました。それぞれが笑顔で当時の
ことや担当業務のことを語っていましたが、言葉の端々
に、
「高校生ビジネスプラン・グランプリ」業務に対する
“誇り”が垣間見えました。
歴史を作ってきた歴代の担当者たち、そして、それを
引き継ぐ現役の担当者たち。“誇り”を襷に、
「高校生
ビジネスプラン・グランプリ」
を進化させていくことがわれ
われの使命です。これからも大いに盛り上げていきます。

らったり、OB・OG 会に参加してもらっ
たり。定期的に連絡を取っていますが、
会うたびに成長していて、自分も成長し
ないといけないと、いつも刺激を受けて
います。昨年、彼は会社を立ち上げたの
で、今後も成長を見守っていきたいと思
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たすき

“誇り”を襷に、
さらなる進化を

沖縄での合同出張授業の様子

編 集 後 記
高校生ビジネスプラン・グランプリに応募した高校生は、
これまで述べ３万人以上。
当初はこれほどの規模で続くとは予想もしていませんでした。この冊子は、主役であ
る高校生だけではなく、指導する教員の皆様、高校生を取り巻く地域の方々、審査を
お願いした方々、運営に携わるスタッフなど、
さまざまな目を通してこれまでの開催を
振り返ったものです。
「高校生がビジネスプランをつくること」
から何が生まれるのかを
あらためて考えていただければと思って制作しました。高校生ビジネスプラン・グラン
プリはこれからも続いていきます。引き続き多くの皆様のご支援をお願いいたします。
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