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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 10回「創造力、無限大∞高校生

ビジネスプラン・グランプリ」のベスト 20プランが決定しました。（別添１） 

10 周年を迎える今年度は、過去最多の参加校数 455 校・応募総数 4,996 件となりま

した。激戦を勝ち抜いたこのベスト 20 プランの中から、今後、更にファイナリストと

して 10 組を選び、最終審査会（2023 年 1 月 8 日開催予定）においてグランプリを決定

します。 

日本公庫は、起業を増やし、活力あふれる日本を創っていくために、これからも次世

代を担う若者の創業マインド向上に取り組んでいきます。 

■「高校生ビジネスプラン・グランプリ」の概要及び今後の予定 

【概要】 

・「高校生ビジネスプラン・グランプリ」（主催：日本公庫）とは、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。日本公庫
は、2013 年度から全国の高校生および高専生（1～3 年生）を対象とした本グランプリを開催し
ています。 

・参加する学校の中には、ビジネスプラン作成を通じてビジネスの知見を深めるとともに、「自ら
考え、課題を見つける力」、「課題を解決するための論理的な思考力」等といった総合的な探求
学習として取り組まれるケースが目立ちます。 

・また、現在までに、累計 2,944 校、79,583 人の高校生・高専生が参加しており、本グランプリ
に参加したのちに、創業し起業家となられた方もいます。 

【今後の予定】 

 ・2022 年 12 月 1 日（木） ファイナリスト 10 組を決定   （公表予定） 

 ・2023 年  1 月 8 日（日） 最終審査会にてグランプリを決定    

  (※)最終審査会は、東京大学本郷キャンパスで開催し、オンライン配信も行う予定です。 

【参考】 

公式サイト：https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/ 

主催：日本政策金融公庫 

後援：財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、中小企業庁、沖縄振興開発
金融公庫、日本商工会議所、全国商工会連合会、公益財団法人全国商業高等学校協会、公
益財団法人産業教育振興中央会、株式会社東京証券取引所、一般財団法人ベンチャーエン
タープライズセンター、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、公益社団法人日本ニ
ュービジネス協議会連合会 

  

第 10 回「高校生ビジネスプラン・グランプリ」ベスト 20 プランを決定 

～過去最多応募！全国 4,996 プランから選出～ 

ニュースリリース 

二次元コード 



No 都道府県 学校名 グループ名又は個人名 プランタイトル 

1 北海道 札幌日本大学高等学校 佐々木 ハナ（個人） 
デジタル×アナログの「いいとこ取り」＝デ

ジアナ教科書！ 

2 青森 青森県立三本木農業恵拓高等学校 ＣＯＷ飼う‘Ｓ 
エコフィードを活用した機能性鶏卵「キャロ

ットエッグ」 

3 宮城 宮城県農業高等学校 目黒 花織（個人） Re:Make～小児癌の心を救え～ 

4 茨城 つくば秀英高等学校 宮崎 航（個人） 
『親孝交』～「子が親を支える」新たな高齢

者支援サービス～ 

5 群馬 群馬県立太田女子高等学校 株式会社まっしろ 牛乳で NEW 製品 

6 東京 早稲田大学高等学院 ナガデリ ナガデリ ～次世代の配送システム～ 

7 東京 東京都立晴海総合高等学校 本嶋 向日葵（個人） 
途上国の貧困を日本の知恵で救え 冷蔵庫プ

ロジェクト JAPAN 

8 神奈川 横浜市立南高等学校 靴ガエス 靴カエサセナイ 

9 神奈川 洗足学園高等学校 ハイドレンジャー 
傘による発電システムの開発,提供「あんぶ

らいと」 

10 富山 富山県立富山工業高等学校 課題研究チーム「前沢」 
特許を活かせ 筆記用投影装置があなたの書

きたいをサポート 

11 石川 石川工業高等専門学校 ゴーストバスターズ Gibbon～徹底された恋愛アプリ～ 

12 静岡 静岡県立伊東商業高等学校 米×ファミリー３班 ベジランドで地域野菜をブランディング！！ 

13 京都 洛陽総合高等学校 
新京野菜の広報プロジェクトチ

ーム 

新京漬物～京北の新京野菜でフリーズドライ

漬物～ 

14 奈良 西大和学園高等学校 ぽてとさらだ 楽々ドリンク 

15 鳥取 鳥取県立倉吉農業高等学校 チーム青春パパイヤ 
TOTTORI パパイヤ普及作戦～鳥取農業の救世

主になれるか～ 

16 岡山 おかやま山陽高等学校 進学コース地域探究班 
マコモの飼料化による持続可能な地域社会の

実現 

17 香川 香川県立高松東高等学校 芸術探究 さとうみ Team 
さとうみ PJ―アフォーダンス効果×インス

タ映え＝世界を救う― 

18 福岡 福岡女学院高等学校 new horizon にゅーほら cafe 

19 熊本 熊本県立天草工業高等学校 M3BE 
家畜骨をダイヤモンドへ 宝物を作り環境を

守ろう 

20 沖縄 沖縄県立北部農林高等学校 ムジっ娘 
身体も地域も元気にイエ～イ。～事業を繋ぐ

18 パンの思い～ 

                                      

※その他の表彰（高校生ビジネスプラン・ベスト 100、学校賞、継続応募賞）については別添２をご覧ください。 

 

別添１ 

【ベスト 20 プランに選出された学校名、グループ名等】 

（順不同） 



都道府県 学校名 プランタイトル 

北海道 北海道倶知安農業高等学校 美～酒粕を利用した美容への挑戦～ 

北海道 立命館慶祥高等学校 バイオ炭で作る炭インテリアブランンド（B.C.I） 

北海道 
市立札幌開成中等教育学校 

市立札幌啓北商業高等学校 
あせたさん 

北海道 

市立札幌開成中等教育学校 

北海道札幌国際情報高等学校 

市立札幌啓北商業高等学校 

ティーチングマッチ 

青森県 八戸工業高等専門学校 ナイジェリアに届け!青森の名産品を使った蚊除けアロマオイル 

宮城県 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス Ricebox ～フードシェアリングサービス決定版～ 

山形県 山形県立酒田光陵高等学校 外来種との共生は黒松とあなたの髪と肌、そして地球を救います！ 

福島県 福島工業高等専門学校 家事分担アプリ「かじたん」～「お手伝い」では終わらない！～ 

茨城県 茨城県立水戸農業高等学校 私たちがつくる未来のカタチ 第 2 弾 

栃木県 栃木県立宇都宮工業高等学校 インターネットを用いた人流制御（ＩｏＨ）の提供 

群馬県 群馬県立太田高等学校 どこでも×ドリンクバー「Doco Dori」 

群馬県 群馬県立高崎高等学校 MichiTERASU～生活に根差した AI による障害者支援～ 

埼玉県 開智高等学校 CATOILET ～マイクロチップで快適な猫トイレ～ 

千葉県 千葉県立大原高等学校 『いすみ留学』いすみを第二のふるさとに 

東京都 東京都立大泉高等学校 食べルムくん 

東京都 女子学院高等学校 Eat up ～食品ロスのない世の中へ～ 

東京都 東京学芸大学附属国際中等教育学校 eatshare 

東京都 青山学院高等部 プラゴミ問題解消のためのリユース食器テイクアウト 

東京都 開成高等学校 夢をつなぐ宇宙ゴミ 

東京都 佼成学園高等学校 小中学生が投資について学べるボードゲーム 

東京都 吉祥女子高等学校 スキー場から街中へ!競技の枠を超えるスキーウェアバッグ! 

東京都 クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン Beyond 

東京都 吉祥女子高等学校 ダイヤと私～ダイヤトマイトを使った布ナプキン～ 

東京都 吉祥女子高等学校 CSteen 

神奈川県 横浜市立南高等学校 便利工夫財布（ベリーグッドウォレット） 

神奈川県 横浜市立南高等学校 レジ袋のリサイクルでポイントゲット！ 

神奈川県 横浜市立南高等学校 目覚め方改革！～熱・音・光であなたを目覚めに導く～ 

神奈川県 横浜市立南高等学校 earθ ～地球と人をつなぐ耳栓 ～ 

神奈川県 洗足学園高等学校 学生向け補食「Wakey」販売～雑海藻パワーで居眠り防止～ 

富山県 富山高等専門学校 射水キャンパス ご当地 Redrink で缶を楽しく便利に 

石川県 

石川県立金沢商業高等学校 

金沢学院大学附属高等学校 

石川県立金沢泉丘高等学校 

Ｐｌｕｓ ｉｎ！ 

石川県 石川県立七尾高等学校 周遊 for you ～めそめそしてちゃダメみたい～ 

福井県 福井県立若狭高等学校 心と体と地域を元気に～日本初！杜仲茶フルーツティー～ 

別添２ 

【ベスト 100 に選出された学校名・プランタイトル】 



都道府県 学校名 プランタイトル 

静岡県 静岡県立伊東商業高等学校 伊豆の干物文化を永遠に・・・ 

静岡県 静岡県立伊東商業高等学校 伊豆”住まいの味方”相談所へようこそ！！ 

愛知県 東海高等学校 Abroader 

愛知県 愛知県立足助高等学校 豊田市Ｂ＆Ｓへ！～高校生→小学生→家族へ、観光でつながる絆～ 

愛知県 愛知県立旭丘高等学校 ロケ VI 

三重県 鈴鹿工業高等専門学校 楽器演奏をもっと身近に 

滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 ブラックバスの回収による環境保全からの利益回収 

滋賀県 立命館守山高等学校 和菓子 LOVER な若者を増やそうプロジェクト 

滋賀県 滋賀県立虎姫高等学校 めざせ資源の地産地消！お米でできたプラ製品で地域の魅力を発信 

京都府 京都府立桂高等学校 京都発！コーヒー残渣から生まれる循環型社会 

京都府 京都先端科学大学附属高等学校 都市蜜源を有効活用せよ 

大阪府 関西学院千里国際高等部 のもくん 

大阪府 明星高等学校 Vegetable connect (繋タベ) 

大阪府 

明星高等学校 

N 高等学校 梅田キャンパス 

桐蔭学園中等教育学校 

立命館守山高等学校 

常翔学園高等学校 

Wiping match 

兵庫県 神戸星城高等学校 外国人労働者の就業支援サイトの運用 

兵庫県 神戸星城高等学校 アライさん家 

兵庫県 西宮市立西宮高等学校 Con Animal（コン・アニマル） 

兵庫県 灘高等学校 The Online Hospital 

兵庫県 兵庫県立長田高等学校 べビーでバギーでブー 

兵庫県 兵庫県立相生産業高等学校 ｍａｋｅ ａ ｂｏｄｙ ｗｉｔｈ ｓｏｙ人、街、未来を元気に 

兵庫県 東洋大学附属姫路高等学校 休耕田で季節を楽しむニューツーリズム 

奈良県 奈良県立国際高等学校 大人構文 

奈良県 西大和学園高等学校 www (want white work) 

和歌山県 和歌山県立神島高等学校 Ji&Bar（じーあんどばー）～少子高齢化社会への提案～ 

鳥取県 
青翔開智高等学校 

同志社女子高等学校 
TRYFAM 

鳥取県 鳥取県立岩美高等学校 漁師町の味をご家庭で、幻の深海魚ばばちゃんの缶詰で町を元気に 

岡山県 
岡山県立矢掛高等学校 

就実高等学校 
日本資本主義の父ゆかりの井原市活性化プロジェクト 

岡山県 岡山県立笠岡商業高等学校 離職率減でスマイル・スマイル ～働く理由はお金のためだけ？～ 

広島県 広島県立廿日市高等学校 水素・アンモニア拠点形成に向けた需要創出実現サポート事業 

広島県 広島商船高等専門学校 Raise the island from DX 

 

 



都道府県 学校名 プランタイトル 

香川県 香川県立高松高等学校 人と地球にやさしい自動販売機と水筒 

愛媛県 愛媛県立西条農業高等学校 カレーリーフによる新たな農業 楽に稼ぐカレーな取組 

愛媛県 愛媛県立伊予高等学校 伊予高生が発信・販売する松前町の企業の魅力 

高知 高知県立高知国際高等学校 High Wisdom 

福岡県 北九州工業高等専門学校 毎日の感謝を伝える ギフトアプリ 

長崎県 長崎県立佐世保北高等学校 グローバルヴィレッジ in ハウステンボス 

長崎県 長崎県立佐世保商業高等学校 見えるを平等に 

熊本県 熊本市立千原台高等学校 Ｃｕｔ ａ Ｒｕｎ 

熊本県 熊本マリスト学園高等学校 いつでもどこでも秒で虫ｉｎ 

熊本県 熊本中央高等学校 Re-Buysell 

大分県 大分県立大分鶴崎高等学校 Traveling Companion ～TC チャリ～ 

大分県 岩田高等学校 値段が高い新体操衣装をレンタルできる「アシスポ」 

鹿児島県 鹿児島県立市来農芸高等学校 ペット業界初の人と動物に優しい共生社会に向けた新ビジネス 

沖縄県 
八洲学園大学国際高等学校 

高知県立高知国際高等学校 
高校生の高校生による高校生のためのクリエイティブコスメ会社 

沖縄県 沖縄県立中部農林高等学校 沖縄伝統島野菜沖縄山芋で新産業革命～山のケチャップむいむい～ 

その他 Ｎ高等学校 ネットコース他 tree chart-ポートフォリオ辞書- 

その他 Ｎ高等学校 ネットコース他 べジーマ-家庭菜園野菜のお裾分け CtoC プラットフォーム- 

 

 

                                                                        

 

 

 

都道府県 学校名 都道府県 学校名 

北海道 立命館慶祥高等学校 愛知県 愛知県立旭丘高等学校 

山形県 鶴岡工業高等専門学校 滋賀県 滋賀県立大津商業高等学校 

埼玉県 栄北高等学校 京都府 京都産業大学附属高等学校 

千葉県 千葉県立一宮商業高等学校 大阪府 大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校 

東京都 東京都立目黒高等学校 兵庫県 神戸星城高等学校 

東京都 東京都立第五商業高等学校 広島県 広島県立広島商業高等学校 

東京都 東京都立小笠原高等学校 広島県 広島県立広島国泰寺高等学校 

石川県 石川県立金沢二水高等学校 徳島県 徳島県立海部高等学校 

山梨県 山梨県立甲府工業高等学校 福岡県 久留米市立久留米商業高等学校 

岐阜県 岐阜県立岐阜商業高等学校 宮崎県 宮崎県立宮崎商業高等学校 

                                    

【学校賞に選出された学校名】 

応募校の中から、起業教育の推進を熱心に取り組まれている学校 20 校を選出し、「学校賞」として

表彰します。 

 

（順不同） 

（順不同） 



 

 

 

 

 

 

 

都道府県 学校名 都道府県 学校名 

青森県 青森県立名久井農業高等学校 愛知県 愛知県立愛知商業高等学校 

秋田県 秋田県立湯沢翔北高等学校 京都府 京都府立桂高等学校 

千葉県 市川高等学校 島根県 島根県立松江商業高等学校 

東京都 東京都立第四商業高等学校 宮崎県 宮崎県立延岡商業高等学校 

富山県 富山県立富山商業高等学校  

【継続応募賞に選出された学校名】 

 第１回～第 10 回まで継続してご応募いただいた学校９校を選出し、「継続応募賞」として表彰

します。 

 （※）「継続応募賞」は第 10 回を迎えた今回限りの賞です。 

（順不同） 


