
平 成 2 9 年 1 2 月 １日 

株式会社日本政策金融公庫 

 
日本政策金融公庫（略称：日本公庫）が開催する、第５回「創造力、無限大∞ 高校生ビ

ジネスプラン・グランプリ」の最終審査会に進出するファイナリストが決定しました。 

過去最多のエントリー総数 3,247 件（385 校）から選ばれたファイナリスト 10 組が、 

平成 30 年１月７日（日）に東京大学本郷キャンパスにおいて開催される最終審査会にお

いて、プレゼンテーションを行い、本グランプリの頂点を目指します。 

今回も、地域の課題解決や国際社会への対応などをテーマにした高校生ならではの多様

性と創造力に溢れるプランがファイナリストに選ばれています。 

最終審査会で、全国から選ばれた 10 組が活き活きとプレゼンテーションする姿を、是

非、ご取材ください。なお、発表当日に向けてチーム一丸となり準備する高校生の様子な

ども取材可能ですので、広報部までご連絡ください。 
 

【ファイナリスト１０組】（順不同） 

高校名 プランタイトル プラン概要 

北海道大谷室蘭高等学校 オール室蘭が本気で作り上げたＢ級グルメ  
室蘭の知名度向上のために、ホタテを使用した新し
いハンバーガーを開発・販売し、地域の活性化を図
るプラン 

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～  
雪国で設置されている大型メガソーラーの空きスペ
ースを活用し、有機カボチャを生産・販売するプラン 

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～  
伝統工芸品である「鹿沼組子」に着目し、美しさと
強度（耐震等）を両立した「耐力壁」を生産・販売
するプラン 

新潟清心女子高等学校 「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～」 
ファスナーを活用したパーツの組合せにより、福祉
用品の汚れたシート部分を簡単に交換できる商品な
どを企画・販売するプラン 

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』～ 
農村の高齢化の進行に伴う肉体的負担等により衰退
していく棚田を守るため、「棚田用自律稲刈り機」を
製造・販売し、棚田の再興を図るプラン 

慶應義塾高等学校 Bridge -学生と社会のマッチングサイト-  
学生向けコンテストの応募プランのビジネス化を支
援するために、学生と企業のマッチングサイトを運
営するプラン 

京都府立桂高等学校 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～ 
フィリピンで廃棄されるバナナの皮を利用したアブ
ラムシ防除剤を生産・販売するプラン 

興譲館高等学校 
「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』 

倉敷を訪問する外国人観光客にデニム着物の着付け
体験サービスを提供するプラン 

愛媛県立長浜高等学校 クラゲ予防クリームの開発 
海水浴客や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・販売するプラン 

久留米大学附設高等学校 

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！ ～す
べてがワンコイン、子どものまち（まち
なか職業体験）～ 

小中学生を対象とした職業体験施設を商店街に設置
し、商店街を回遊しながら様々な職業が体験できる
プラン 

※ その他の表彰（高校生ビジネスプラン・ベスト100、学校賞）については別紙をご覧ください。 

いざ頂点へ。ファイナリスト 10組が決定！ 

～第５回「高校生ビジネスプラン・グランプリ」～ 

ニュースリリース 



【最終審査会の概要】 

日時 平成 30年１月７日（日）13：00～17：30 

場所 東京大学伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール（東京大学本郷キャンパス内）  

プ
ロ
グ
ラ
ム 

12:15～13:00 受付 

13:00～13:10 開会挨拶、審査員の紹介 

13:10～14:10 ファイナリスト５組によるプレゼンテーション発表 

14:10～14:25 休憩 

14:25～15:25 ファイナリスト５組によるプレゼンテーション発表 

15:25～15:40 休憩 

15:40～16:50 

特別講演・意見交換会 

Spiber株式会社 取締役兼代表執行役 関山 和秀氏 

「Spiberを起業した理由」 

  
 

関山 和秀氏 プロフィール 

1983 年東京生まれ。慶應義塾大学環境情報学部在学中よりクモ糸の人工合成の研究を

開始。2007 年 9 月、学生時代の仲間と共にスパイバー株式会社を設立し、代表取締役

社長に就任。2015年 10月、世界で初めて工業ラインで製造した構造タンパク質素材の

アウタージャケットのプロトタイプを発表。ベンチャーキャピタル等から約 160億円の

資金を調達し、産学官と連携しながら、豊かで持続可能な人類社会の実現に向けた課題

解決に取り組む。農作物由来の原料から生産されるクモ糸などの「構造タンパク質素材」

を新世代の工業用基幹素材として、大規模に普及させることを目指している。出願特許

多数。 

16:50～17:30 結果発表・表彰式、講評（審査員長） 

審査員 

 

会社名、役職等 氏名 

慶應義塾大学商学部教授（審査員長） 樋口 美雄 氏 

経済産業省新規産業室 新規事業調整官 石井 芳明 氏 

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社 事業統括本部長  斎藤 祐馬 氏 

株式会社ベアーズ 取締役副社長 髙橋 ゆき 氏 

Selfwing Vietnam Co.,Ltd CEO 平井 由紀子 氏 

NPO法人 ETIC. 代表理事 宮城 治男 氏 

株式会社和える 代表取締役 矢島 里佳 氏 

日本政策金融公庫 常務取締役 伊藤 健二 
 

 

 

 

 



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

北海道士幌高等学校 士幌発！！ヌプカの雪解け地方創生への挑戦 ベスト１００

北海道大谷室蘭高等学校 オール室蘭が本気で作り上げたＢ級グルメ ファイナリスト

北海道函館水産高等学校 ９ｍカッターによる海に親しむビジネスプラン セミファイナリスト

北海道函館水産高等学校 函館イカ不漁　救世主となるか“蝦夷”のチョウザメおろし隊 ベスト１００

青森県立名久井農業高等学校 バイオエンジン　～世界で最も美しい水質浄化システム～ ベスト１００

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～ ファイナリスト

岩手県 岩手県立遠野緑峰高等学校 蘇れ！木炭王国遠野郷 ～森から生む火の華「炭焼き」復活プロジェクト ベスト１００

宮城県農業高等学校 林業と農業を救う３Ｃ！ ～間伐材を使った土壌改良材の開発と農業利用～ ベスト１００

石巻市立桜坂高等学校
ハッピー　ガールズ　DAY　♪　プロジェクト 生理をハッピーDAYに♪～全ての女の子に
安心感を～

ベスト１００

秋田県 秋田県立湯沢翔北高等学校 リサイクルから生まれる商品 ベスト１００

山形県 山形県立米沢興譲館高等学校 “INAKA” ベスト１００

福島県 福島県立西会津高等学校 西会津町の魅力を伝えるカレープロジェクト ベスト１００

茨城県 茨城県立常陸大宮高等学校
日本初６次産業型高校生株式会社による茨城ブランド戦略 ～ＨＩＯＫＯホールディング
ス株式会社によるビジネス農業による地域創生～

ベスト１００

栃木県立栃木商業高等学校 飲むお米　～ライスミルクで健康ビジネス～ ベスト１００

栃木県立矢板高等学校 矢高ブランドの確立（オリジナル福祉機器の製作と販売） ベスト１００

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～ ファイナリスト

群馬県 群馬県立尾瀬高等学校 廃校　～第２の人生へ～ ベスト１００

埼玉県 筑波大学附属坂戸高等学校 地元無名ブランドを使った“超”地域密着型料理教室 ベスト１００

新潟県 新潟清心女子高等学校 「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～」 ファイナリスト

長野県 長野清泉女学院高等学校 ヤサイクル ベスト１００

千葉県立佐倉高等学校 食品ロス削減 ～ドギーバッグ復活計画～ ベスト１００

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』～ ファイナリスト

渋谷教育学園幕張高等学校
子供たちに科学の楽しさを！世界に培養肉を！ ～細胞培養キットを主軸とした自宅培
養普及プランの提案～

ベスト１００

 「高校生ビジネスプラン・ベスト100」

北海道

青森県

宮城県

栃木県

千葉県

 書類審査において高い評価を得た優秀なプランを「高校生ビジネスプラン・ベスト100」として選出しました。
また、その中からファイナリストに準ずる優秀なプラン(10組)を「セミファイナリスト賞」として表彰します。 

別紙 



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

神奈川県立吉田島高等学校 休耕地の有効活用～トチュウを神奈川の特産品へ～ ベスト１００

慶應義塾高等学校 Bridge -学生と社会のマッチングサイト- ファイナリスト

横浜市立南高等学校 Fun Fan Project -ベトナムにおけるサッカー応援とゴミ問題を通じた地域活性化- ベスト１００

横浜市立南高等学校 ＴＲＡＤＥ ベスト１００

横浜市立南高等学校 遺跡でEvery Day Party　～「パリピが、遺跡を救う」～ ベスト１００

横浜市立横浜商業高等学校 Café　Perfect crime. ベスト１００

山梨県 山梨県立甲府工業高等学校 自動黒板消し ベスト１００

専修大学附属高等学校 キョンに新たな未来を ベスト１００

順天高等学校 元気！モリモリンガ！！ ベスト１００

お茶の水女子大学附属高等学校 伝言サービス　～高齢者がもっと住みやすい世の中に～ ベスト１００

セント・メリーズ・インターナショナル・スクール
アクトTOGETHER 　1型糖尿病を世の中の人に知ってもらい、病気を隠している患者が
もっとオープンに 自由に生活できるような環境をみんなで一緒に作る。

ベスト１００

早稲田大学高等学院
滋賀県立水口東高等学校

やさしい日本語教室と国際交流イベントを行い多文化共生を目指すビジネス ベスト１００

明治大学付属明治高等学校 edifon ベスト１００

吉祥女子高等学校 子育てをしながら人生を豊かに ～エウダモニアーをあなたへ。～ ベスト１００

吉祥女子高等学校
Be　Related　to　Communities ～偏見のない社会の第一歩　LGBTと子供のマッチング
サービス～

ベスト１００

富山県立富山北部高等学校 まわしてつなごう世界と富山 ベスト１００

富山県立富山北部高等学校 これがあれば一安心！ REPEAT AFTER ME 「Everybody きときと！」 ベスト１００

石川県立金沢商業高等学校 八百屋 ～下剋上の巻～ ベスト１００

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 「ストーンビジネス」で小松市に潤いを！ ベスト１００

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属高等学校 酒峰　コマツ 白山が恵む水で作られたお酒で小松市を豊かに！ ベスト１００

福井県 福井県立敦賀高等学校 氣迫米～VIC鳥居で勝利を掴め！～ ベスト１００

岐阜県立大垣商業高等学校 笑顔と安心をお届け！ ハートコンテナ・ビジネス ベスト１００

岐阜県立岐阜農林高等学校 信長が愛したまくわうりを使った地域産業化プラン セミファイナリスト

岐阜県立大垣養老高等学校 あなたの町の酵母菌を探します ～町由来の酵母菌で、町興しをしませんか？～ ベスト１００

静岡県立藤枝北高等学校 水窪町「発酵民宿プロジェクト」～米の花を紡ぐ物語～ ベスト１００

静岡県立富岳館高等学校
クラーク記念国際高等学校静岡キャンパス
静岡県立富士宮北高等学校
星陵高等学校
静岡県立富士宮西高等学校
静岡県立富士宮東高等学校

富士宮高校会議所から日本高校会議所へ 「富士宮市における高校を越えた高校生の
地域活性化活動ビジネスモデルを全国へ広げ、高校生による地域創生を目指したい」

ベスト１００

富山県

石川県

岐阜県

神奈川県

静岡県

東京都



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

静岡県立伊東商業高等学校 稲取産テングサを未来へ！！『天Key（テンキー）』が鍵を握る！！ セミファイナリスト

静岡県立伊東商業高等学校 SABAiBAR！！ ベスト１００

静岡県立下田高等学校 南伊豆分校 特産伊豆野ブキの経営強化 ベスト１００

愛知県立一宮高等学校 水筒革命！ ベスト１００

愛知県立旭丘高等学校 おいでませ、夢の舞台！YOUとオタクの巡礼ツアー！ ベスト１００

愛知県立半田高等学校 サンプルの架け橋 ベスト１００

三重県 鈴鹿高等学校 Expand Zone ベスト１００

滋賀県立安曇川高等学校 鯉しい💛水ゼリー ベスト１００

立命館守山高等学校 抱しまき赤ちゃん ～Eggs roll baby～ ベスト１００

京都府立須知高等学校 京野菜でスーパー農人（老人）育成プロジェクト（サラダそふとクリームの取組み） ベスト１００

京都府立桂高等学校 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～ ファイナリスト

京都府立桂高等学校 出張シエスタ室　～日本の努力家にもっと気軽な休養を～ セミファイナリスト

洛星高等学校 新貨物輸送 ベスト１００

四條畷学園高等学校 Plant blanc　プラ・ブラン ベスト１００

四條畷学園高等学校 花とSYAKE ベスト１００

清風南海高等学校 JKのおしりを守れ！ ～SNSを活用した「Ｂ∃ＮＺＡ」の販売～ ベスト１００

大阪府立三国丘高等学校 MORINGOOD！！ ベスト１００

奈良県 西大和学園高等学校 SVR～エビの逆襲～ セミファイナリスト

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 摘果 （てっか） みかんプロジェクト～岡本さんちの早摘み （はやづみ）みかんとして～ セミファイナリスト

相生学院高等学校 明石校 スカッとWalk！　～ベンチくんと歩きスマホやめよう～ セミファイナリスト

兵庫県立篠山東雲高等学校 丹波篠山の魅力発信！　丹波焼と黒豆味噌で地域活性化！ セミファイナリスト

神戸女学院高等学部 Castlefe ～和体験サービスの提供～ ベスト１００

兵庫県立生野高等学校 生野の歴史的価値を美味しさで発信！「か寿てら（カステラ）」が未来を動かす！ セミファイナリスト

兵庫県立播磨農業高等学校
沖縄県立美来工科高等学校
沖縄県立コザ高等学校

播磨とコザの高校生が“創るまち”２　Set up Company! ～地域の根っこを育てる！　未
来にタネ播きプロジェクト！～

ベスト１００

兵庫県立相生産業高等学校  「かき殻を活用！　～新しいせっけんのカタチ～」 ベスト１００

米子松蔭高等学校 アジアにきれいな水を ～バングラデシュから始めよう～ ベスト１００

米子松蔭高等学校 べっぴんにならいで！！ ～いくつになっても美肌でいよう～ ベスト１００

島根県 島根県立浜田商業高等学校 読み聞かせルン ベスト１００

愛知県

静岡県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

鳥取県



都道府県 高校名 プランタイトル 表彰

興譲館高等学校
「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』

ファイナリスト

岡山県立岡山御津高等学校 未来へ、つなGO!　～いにしえから続く技術や伝統の継承～ ベスト１００

広島市立広島工業高等学校
積極的予防医療～日々の生活における身体データの収集と解析、そのデータを基にし
た改善方法を提案します。～

ベスト１００

広島市立広島工業高等学校
思い出をカタチに！～撮影したデータをもとに３Ｄ（３次元）データ化してミニチュアとして
カタチにします。～

ベスト１００

山口県立柳井商工高等学校
日本の伝統酒でふるさとの景観を守れ！ ～発酵飲料「どぶろく」「甘酒」を活用したビジ
ネスプラン～

ベスト１００

山口県立田布施農工高等学校
目指せ！ 究極の防災食！ 地域食材を結集させたグルテンフリー米粉パンの普及目
指して

ベスト１００

徳島県立徳島商業高等学校
カンボジアアイスクリームプロジェクト ～友好校の自立をサポート、子供たちが元気に
なれるアイスクリーム作りを目指して～

ベスト１００

徳島県立徳島商業高等学校
徳島県立徳島科学技術高等学校
徳島県立城西高等学校

JAPAN　BLUE　復活プロジェクト セミファイナリスト

香川県 香川県立観音寺第一高等学校 高齢者ドライバー革命 ベスト１００

愛媛県立土居高等学校 ”飾る”から”使う”へ・・・～伝統工芸　TUNAGU　『伊予の和輪』プロジェクト～ ベスト１００

愛媛県立長浜高等学校 クラゲ予防クリームの開発 ファイナリスト

高知県 高知県立安芸桜ケ丘高等学校 安芸家に住み家 ベスト１００

久留米大学附設高等学校
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！ ～すべてがワ
ンコイン、子どものまち（まちなか職業体験）～

ファイナリスト

明治学園高等学校 グローバルスタンダードタクシー　in Tokyo ベスト１００

佐賀県 佐賀県立鳥栖商業高等学校
日本一小規模事業所の元気な街へ！ ～世界に向けて鳥栖市のすべての小規模事業
所が情報を発信できる場へ～

ベスト１００

長崎県 長崎県立大村城南高等学校 お出かけ支援隊 ベスト１００

大分県
大分国際情報高等学校
大分高等学校

風呂ジェクション ベスト１００

熊本県 熊本県立天草拓心高等学校 本渡校舎 「アグリっち」プロジェクト ベスト１００

宮崎県 宮崎県立富島高等学校 ＢＡＣＳ　～便利な自動会計買い物かご～ ベスト１００

鹿児島県立鹿児島南高等学校 さよなら　ケイタイ ベスト１００

鹿児島県立市来農芸高等学校 ツバキをもっと有効活用！！ ベスト１００

鹿児島県立甲南高等学校 ビジネススタートアップ！ 起業支援ビジネスで地方活性化！ ベスト１００

沖縄県 沖縄県立北部農林高等学校 地域資源の有効利用と新商品の開発をめざして ベスト１００

鹿児島県

岡山県

福岡県

山口県

広島県

徳島県

愛媛県



第５回高校生ビジネスプラン・グランプリ  

「学校賞」 

 
応募高校の中から、起業教育の推進を熱心に取り組まれている高校 15校を選

出し、「学校賞」として表彰します。 

都道府県 学校名 

岩手県 盛岡中央高等学校 

宮城県 宮城県登米総合産業高等学校 

茨城県 茨城県立土浦第一高等学校 

埼玉県 栄北高等学校 

神奈川県 横浜市立横浜商業高等学校 

東京都 麻布高等学校 

東京都 朋優学院高等学校 

東京都 東京都市大学等々力高等学校 

東京都 郁文館グローバル高等学校 

東京都 東京都立第五商業高等学校 

東京都 晃華学園高等学校 

愛知県 愛知県立旭丘高等学校 

愛知県 愛知県立愛知商業高等学校 

大阪府 大谷高等学校 

広島県 広島県立尾道北高等学校 
 


