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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 7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  

（下記及び裏面参照）。 

 

応募総数 3,808件（409 校）から選ばれたファイナリスト 10組が、令和２年 1月 12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臨みます。最終審査会

では、各組が与えられた 6分間の中で、熱い想いを込めた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。 

 

今回のファイナリストには、ＩＴを活用して社会課題の解決を図るものや、環境問題な

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（高校名）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄光の舞台へ！ファイナリスト 10 組が決定！ 

～第 7 回「高校生ビジネスプラン・グランプリ」～ 

ニュースリリース 

※昨年度の最終審査会の様子 

北海道旭川農業高等学校、桐朋高等学校・開成高等学校（混成チーム）、市川高等学校 

洗足学園高等学校、横浜市立南高等学校、岐阜県立岐阜農林高等学校、名城大学附属高等学校

京都府立木津高等学校、大阪府立三国丘高等学校、金光学園高等学校 

 



【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 

北海道旭川農業高等学校 

【北海道】 

農業の未来を考える 

「農業用アシストカートで

経営改善」 

増加する高齢農業者の労働力軽減と持続可能な

農業を目指し、除草作業を補助する機能等が付い

た農業用低コストアシストカートを開発・販売す

るプラン。 

桐朋高等学校 

開成高等学校 

【東京都】 

いつでも備える！ シェア

リング防災 

災害時に必要な情報を集約化し、かつユーザー同

士が双方向で情報をシェアできる防災アプリを

開発するプラン。 

市川高等学校 

【千葉県】 

カ メ ラ で 介 護 を 変 え る 

Savior from stress 

高齢者の健康管理や介護の最適化を図るため、カ

メラ制御システムとアプリを活用し、利用者のス

トレス・自律神経の状態を計測・集計するサービ

スを提供するプラン。 

洗足学園高等学校 

【神奈川県】 

元気な魚を取り戻す！！ 

～世界初！味で誤飲を防ぐ

生分解プラ～ 

魚のプラスチック誤食防止を目的に、魚が嫌う味

の天然成分を含んだ生分解性プラスチックビニ

ール袋を開発し、コンビニエンスストアやスーパ

ー向けに販売するプラン。 

横浜市立南高等学校 

【神奈川県】 

ＧＲＥＥＮなＢＥＡＮが熱

中症対策にＥＥ  

～安心して運動を～ 

ベトナムの緑豆を活用し、体温調節機能が低下し

た人にも効果がある熱中症予防のパウダーを開

発し、スポーツ用品店等で販売するプラン。 

岐阜県立岐阜農林高等学校 

【岐阜県】 

引き出せ地域の底地辛！ 

～幻の徳山唐辛子で商品開

発＆獣害対策～ 

鳥獣被害の減少及び農家の収入安定化を図るた

め、伝統野菜である徳山唐辛子の苗や加工食品を

農家向けに販売するプラン。 

名城大学附属高等学校 

【愛知県】 
Focus on 

「学校に行きづらい」と思う発達障害児童をなく

すため、発達障害を抱える学生、その親及び担当

教員向けに支援プランや支援ノウハウを蓄積・共

有するアプリを開発するプラン。 

京都府立木津高等学校 

【京都府】 
Kakishibuを世界基準に 

世界のプラスチック問題を解決するため、紙袋を

柿渋から抽出した成分でコーティングし、レジ袋

の代替品として販売するプラン。 

大阪府立三国丘高等学校 

【大阪府】 
PeriPeri 

市販スティックのりの受け皿（底）に残るのりに

着目。最後までのりを無駄なく使用でき、環境に

配慮したポリ乳酸素材の容器で「新型スティック

のり」を製造・販売するプラン。 

金光学園高等学校 

【岡山県】 

重要無形民俗文化財  

バーチャルアイドル白石舞 

岡山県笠岡諸島の白石島に伝わる重要無形民俗

文化財「白石踊」の認知拡大及び後継者育成を図

る目的で、白石踊を舞うバーチャルアイドルやダ

ンスゲームを開発するプラン。 

※その他の表彰等（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。 

 



【最終審査会の概要】 

日時 令和 2年 1月 12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 

株式会社 Knot 代表取締役／クリエイティブ・ディレクター 遠藤 弘満 氏  

「ジャパン・クオリティで、日本と世界を結ぶ。」 

  
 

遠藤 弘満氏プロフィール 

1974 年東京生まれ。  

米国特殊部隊用腕時計｢LUMINOX｣を日本に定着させ、｢SKAGEN｣ ｢noon｣ ｢BERING｣といっ

た北欧ブランド時計を年間 20 万本の市場へと成長させたウォッチプロデューサー。   

2011 年、デンマークデザインを広く普及した実績が評価され、ファッション分野では 

日本人初となる“デンマーク輸出協会賞及びヘンリック王配殿下名誉勲章”を受勲。 

2014 年、腕時計離れが進むマーケットにおいて、自らの経験を活かし｢日本の伝統文化

や技術をリストウェアを通じて世界に伝える｣ことをテーマに、日本初のカスタムオー

ダーWatch ｢Knot｣を設立。2015 年、日経ビジネス 特集 次代を創る 100 人「INNOVATOR

ー革新なる人々」に選出。 

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 

武蔵大学 副学長/経済学部教授（審査員長） 髙橋 徳行 氏 

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 

デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 代表取締役社長  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 学術博士（起業家教育）  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 若井 克之 
 

 

 

 



都道府県 表彰

ファイナリスト

セミファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

岩手県 ベスト100

宮城県 ベスト100

山形県 ベスト100

福島県 ベスト100

茨城県 ベスト100

セミファイナリスト

ベスト100

セミファイナリスト

ベスト100

群馬県 ベスト100

ベスト100

ベスト100

長野県 ベスト100

ベスト100

ベスト100

セミファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ファイナリスト

ファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

神奈川県

北海道

埼玉県

千葉県

栃木県

ベスト100

東京都

宮城県農業高等学校

山形県立酒田光陵高等学校

福島県立会津高等学校

茨城キリスト教学園高等学校

栃木県立宇都宮工業高等学校

中央大学杉並高等学校

渋谷教育学園渋谷高等学校

東京都立第五商業高等学校

晃華学園高等学校

桐朋高等学校
開成高等学校

栃木県立鹿沼商工高等学校

栃木県立真岡北陵高等学校

栃木県立小山北桜高等学校

利根沼田学校組合立利根商業高等学校

東京都立富士高等学校
東京都立南多摩中等教育学校
東京都立成瀬高等学校
東京都立大森高等学校

プランタイトル

農業の未来を考える「農業用アシストカートで経営改善」

鉄の街室蘭からの贈り物～いつまでも元気で自分の爪切りたい～

地域が教材！「なかのうスタイル」

チーズホエー有効活用プロジェクト

INTERNATIONAL SUSHI SCHOOL

電遊園　～コンピュータゲームによる町の活性化ビジネス～

岩手県立遠野緑峰高等学校

①「高校生ビジネスプラン・ベスト100」

青森県

高校名

北海道旭川農業高等学校

北海道大谷室蘭高等学校

北海道中標津農業高等学校

北海道中標津農業高等学校

青森県立名久井農業高等学校

青森県立名久井農業高等学校

遠野パドロンの魅力を全国へ発信～商品開発プロジェクト～

その他の表彰

　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。

早稲田大学高等学院

海城高等学校

麻布高等学校

広尾学園高等学校

長野県松本工業高等学校

西武学園文理高等学校

埼玉県立浦和第一女子高等学校

工学院大学附属高等学校

千葉県立一宮商業高等学校

市川高等学校

市川高等学校

武相高等学校

洗足学園高等学校

横浜市立南高等学校

横浜市立南高等学校

慶應義塾高等学校

法政大学国際高等学校

法政大学国際高等学校

イジメRevolution

Get close-cloth-to each other

SHAREMBRELLA!

ぬいぐるみレンジャー　～子どもたちを守れ！！～

Ｄ．Ｒ．コンゴと日本を救う　Ｎｅｘｔ　Ｕｒｂａ　Ｐｈｏｎｅ

Without_すまほ

「Local library」 ～古本と地域の新しい形～

Last

老人ホームにおける感情分析を用いた介護の効率化事業

稚魚を守れ！抑制装置ホーネット！！

ゼロから始めるいちご焼き

地域の竹林の有効活用し、令和の輝夜（かぐや）姫を目指します。

干瓢ｄｅふくをひろげよう～ゆうがおアイスの商品開発～

Exchange beyond the time

初めての交通事故～歩きスマホに潜む危険～

Protecter

いつでも備える！ シェアリング防災

導け！「羅針腕」

菜の花の紅茶

広告型ノンプライスカフェ

スポウェ部

Air School

まごの手自習室

気持ちに合わせてサマザマなカタチに。振動吸収パッドで不快らず

「わらぶくろ」で鹿を救おう！

STUDY PORT-留学生と日本人学生をつなぐ場所-

OTONOBA

CHEART

カメラで介護を変える　Savior from stress

不審訪問者判別機能付きインターホンの販売

Ｌｏｓｔ　ａｎｄ　ｆｏｕｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ<LFS>

元気な魚を取り戻す！！～世界初！味で誤飲を防ぐ生分解プラ～

ＧＲＥＥＮなＢＥＡＮが熱中症対策にＥＥ　～安心して運動を～

別紙 



都道府県 表彰プランタイトル高校名

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ファイナリスト

三重県 セミファイナリスト

滋賀県 ベスト100

セミファイナリスト

ファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

セミファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ファイナリスト

ベスト100

ベスト100

セミファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

和歌山県 ベスト100

ベスト100

ファイナリスト

ベスト100

ベスト100

セミファイナリスト

ベスト100

富山県

京都府

兵庫県

岡山県

奈良県

大阪府

静岡県

愛知県

岐阜県

石川県

富山県立富山商業高等学校

富山高等専門学校 射水キャンパス

石川県立金沢商業高等学校

金沢高等学校

金沢大学人間社会学域学校
教育学類附属高等学校

静岡県立伊東商業高等学校

愛知県立安城農林高等学校

名城大学附属高等学校

鈴鹿高等学校

滋賀県立安曇川高等学校

岐阜県立岐阜農林高等学校

岐阜県立岐阜工業高等学校

岐阜県立高山工業高等学校

静岡県立島田工業高等学校

静岡県立伊東商業高等学校

兵庫県立香住高等学校

兵庫県立相生産業高等学校

兵庫県立兵庫高等学校

清風南海高等学校

大阪府立四條畷高等学校

洛陽総合高等学校

京都府立木津高等学校

京都府立須知高等学校

蒼開高等学校

兵庫県立松陽高等学校

広島市立大手町商業高等学校
広島県立広島工業高等学校

広島県立油木高等学校

和歌山県立神島高等学校

金光学園高等学校

金光学園高等学校

岡山県立倉敷古城池高等学校

広島市立広島工業高等学校

明星高等学校
大阪府立豊中高等学校
関西学院千里国際高等部
大阪教育大学附属高等学校 平野校舎
大阪府立高津高等学校

西大和学園高等学校

西大和学園高等学校

奈良県立畝傍高等学校

奈良県立五條高等学校 賀名生分校

大阪府立三国丘高等学校

大阪府立三国丘高等学校

大阪府立三国丘高等学校

大阪府立豊中高等学校

大阪市立鶴見商業高等学校

地域をつなぐ笑顔の架けハチ　～ミツバチからの贈り物～

プロジェクションマッピングで建物の壁面に新しい価値を！

愛される「ふるさと防犯ブザー」

放送技術・舞台技術支援による県民文化・芸術力の向上

“ナマコ”が温泉地の人気お土産品に大変身！？

痛快！アート街ック天国！

皿セレブ

TOFU天国～石引と外国がつながる味～

JOB CAMERA

Etranger

引き出せ地域の底地辛！～幻の徳山唐辛子で商品開発＆獣害対策～

Kakishibuを世界基準に

京都農牧学校　黒豆豆乳プリン

鯉池仲介ビジネス

学科間・産学・高大連携 高校生によるSDGs Project

ホタルイカを使ったドライカレーで地域を元気に

Annoルデラル養鶏経営

Focus on

スクファン

田舎体験サービス

絵馬ガチャ～衰退する林業の活性化～

SOL～Study of Liberty～

PeriPeri

ムスリムENJOYプロジェクト

家にいながら世界一周旅行！ 「ＡＧＥＮＴ・ＤＯＬＬ」

情報社会の現代を生き抜く盾をあなたに。～ＳＮＳ保険～

すべての世代へ向けたおもちゃの提案

地場産業を活かした甲冑モチーフケミカルシューズの販売

Loyal Cycle

水筒ピカピカ　All in One

BuKoCo

タピるだけで、水がキレイに

走れ！マスカット号～あなたの買い物、いつでもお助け～

住環境の異変検知サービス

ユビキタスイッチ

地元名物‘人を売る’商店街

一生使える！奈良県産マルチ学習デスク「Bare Lige」

ベビーフードで特産物の未来を創る

キャラバン型木育テーマパーク

日本遺産‘桃太郎伝説’体験～「造山古墳」が世界遺産を凌ぐ！

重要無形民俗文化財　バーチャルアイドル白石舞

ナマズに無駄なところなんて1つもない～有機資材とその可能性～

広島県



都道府県 表彰プランタイトル高校名

ベスト100

ベスト100

香川県 ベスト100

ベスト100

セミファイナリスト

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

佐賀県 ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

ベスト100

宮崎県 ベスト100

鹿児島県 ベスト100

ベスト100

ベスト100

都道府県 都道府県

北海道

秋田県

埼玉県

兵庫県

神奈川県 島根県

新潟県 愛媛県

石川県 福岡県

山梨県 熊本県

岐阜県

福岡県

山口県

長崎県

沖縄県立宮古総合実業高等学校

沖縄県立南部農林高等学校

鹿児島修学館高等学校

宮崎県立都城商業高等学校

熊本県立天草高等学校

真和高等学校

愛媛県立土居高等学校

愛媛県立宇和島水産高等学校

愛媛県立西条高等学校

久留米大学附設高等学校

博多女子高等学校

山口県立徳山商工高等学校

誠英高等学校

香川県立高松東高等学校

北九州市立高等学校

佐賀県立佐賀北高等学校

長崎県立五島海陽高等学校

青雲高等学校

熱中症対策にはコレ　宮古島のミネラル・ビタミン・塩分補給飲料

アレルギー対応スイーツ缶の開発・販売～すべての人を笑顔に～

鹿児島黒牛の新たな広報戦略

関之尾の滝INNOVATIONプログラム

あおさ石鹸

働くお母さんをもっと楽に

PARTｓ　ＡＲを用いた新たな芸術体験、コミュニケーション

五島でベジってみんかな

不登校でも勉強がしたい！

高校生が持ちたくなる「コンビニ・エコバック」

竹採物語～私たちが救う竹林問題竹林物語～

法被でHAPPY

輝安ＫＯＵ房活動中～輝安鉱あの新たな価値の創造に挑む～

フィッシュガールがまちを変える～地域事業者を支援する企業～

リベンジ　～日本初!?高校生発インバウンド盆栽ツアー商品化～

サヌカイト陶琴から繋がる世界♪

「たまごはだ」

手が汚れないドン

栄北高等学校

新潟県立新潟商業高等学校

広尾学園高等学校

麻布高等学校

②学校賞

愛知県立旭丘高等学校

学校名

札幌新陽高等学校

学校名

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23校を選出し、「学校賞」として表彰します。

東京都

大阪府

愛知県

愛媛県

沖縄県

熊本県

岐阜県立岐阜商業高等学校

山梨県立甲府工業高等学校

愛知県立愛知商業高等学校

愛知教育大学附属高等学校

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校

大谷高等学校

明星高等学校

近畿大学附属豊岡高等学校

島根県立松江商業高等学校

愛媛県立松山商業高等学校

北九州工業高等専門学校

熊本県立上天草高等学校

東京都立第五商業高等学校

東京都立第一商業高等学校

横浜市立横浜商業高等学校

石川県立七尾高等学校

秋田県立湯沢翔北高等学校
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