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わせることで色や香りが変わるとい
う、ブロックのような入浴剤がテー
マでした。このアイディアがひらめ
いたきっかけを教えてください。
横林　最初は私がアイディアを提案
しました。入浴剤をたくさん買うと
置き場所に困るし、もっといろんな
色と香りがあったら楽しいと思った
んです。先生に多くの提案をし、よ
うやく評価されたのがこの案でした。
学長　まずは先生に認められなけれ

日常の些細な不便を
解消したいという
思いが発想の原点

学長　起業家育成の先駆けとして
2002 年から開催している「全国高等
学校ビジネスアイディア甲子園」。社
会で活躍する力が身につくと、授業
の一環として取組む高校も増えてい
ます。昨年の記念すべき第 10 回で
グランプリに輝いた作品は、組み合

特別座談会

　高校生が自由な発想でビジネスアイディアを提案する「全国高等学校ビジ
ネスアイディア甲子園」（大阪商業大学、毎日新聞社主催）。第 11 回を迎え
た本年は、全国の高等学校から 184 校の参加があり 7294 作品が寄せられた。
大阪商業大学で昨年のグランプリ受賞者３人と同大学の学生２人、同大学学
長による座談会が実施された。実学教育に尽力する同学ならではの視点で若
者の歩むべき道が示された有意義なひとときとなった。

もらいたい思いで発売しています。そういった中で客層を広げるための活動
を以前から継続しておこなってきた結果、ガリガリ君販売本数推移にしめす
数字になったというのが本当のところです。

３．おわりに
　31 年間継続して実施してきたガリガリ君のアイデアですが、ポイントは
三つだけです。まず、アイデアをどこから出すかといったら、普段の生活の
中で全部考えるということです。ガリガリ君は別にクリスマスだからガリガ
リ君を食べたいとか、今日、いいことあったからガリガリ君食べたとかとい
うハレの日とか喜ばしいときの商品ではないので、本当に日常の中でガリガ
リ君の企画は考えています。
　なかなか企画を考えるときに大人になると忙しいからできないとよく言う
のですが、そういうことは絶対に言い訳にしない。日常の中で考えるのだか
ら、移動中等、考える時間は生み出せる、そういった中で常に考えるように
なってしまった感じです。そして、そのネタをアイスクリーム売場につなげ
て、どうやったら食べてもらえるかを常に考えています。
　ガリガリ君に関して注意することは、目線は常に下からです。お客様を上
から見るようなガリガリ君は絶対つくらないことが、ガリガリ君の前任者か
ら引き継いでいることです。
　あともう一つ、まずは０円企画からです。基本的に低予算や 0円でできる
ことを考えると、結局、自分から動かないとできないので、自分から動いて
人と会って、その中でヒントやアイデアがどんどん生まれていくという現象
です。正直、ガリガリ君は、あまりお金をかけていないブランドですが、『つ
ながり』や『人との商談』によって、ネタがどんどん拡大して、低予算で企
画を生むことができるようになりました。
　あともう一つ、共に創ることで、本当にメーカーとお客様は対等の関係で、
話題商品は一緒につくるもので、基本的には社内も社外もガリガリ君に関し
ては一緒で、みんなを巻き込みながら、キャンペーンを進めてきました。こ
れが現在までに守ってきた三つのポイントです。
　最終的に赤城乳業株式会社が目指してきたことが、「他がやらないことに
チャレンジする」ということです。どうしても他の競合メーカーと比較する
と、例えば赤城乳業の資本金や売上は、10 分の 1、20 分の 1 ぐらいの規模
でしかないので、お金で決まらない独自のアイデアをずっと探し続けたこと
が、この 31 年間の活動になります。そのアイデアを探し続けることが今の
仕事だと思っています。　
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アイディアを取り出すためには、普
段いろいろなことに興味を持ち、さ
まざまな考えを蓄積させていること
が大事なんです。ところで、酒井君
はゼミを通して、自分がどのように
成長できたと感じていますか？
酒井　みんなで一つのことに取組む
ことで継続できることを体感し、仲
間を思う気持ちが高まりました。正
直、辛いこともありましたが、努力
は報われるから勉強は楽しい、と思
えるようにもなりましたね。
学長　私はよく学生に「自分の頭で
考えて、何回でもチャレンジしなさ
い」「楽しい生き方をしなさい」と言
います。前向きな挑戦は大変で辛い
こともある。でも、それを乗り越え、
自分の考えを世の中に発信し、伝わっ
たたときに楽しさを感じる。すると、
次にやりたいことができる。このこ

畷市のボランティア団体と協働で観
光地域づくりに取組んだそうです
ね。このゼミを受講しようと思った
理由を聞かせてください。
酒井　大学の外に飛び出して実社会
で勉強できるというところに興味を
持ったからです。
学長　勉強は机上だけでするもので
はありませんからね。高校生だった
３人は、横林さんが生活のなかで発
想したアイディアからスタートしま
した。田中君はどんなときにひらめ
いた？
田中　ベンチで座っていたときに「線
香ってめっちゃ不満あったな」と、
何気なく思ったのがきっかけです。
学長　このようにアイディアという
のは、ふと浮かぶものなんです。し
かし、何もしていなければ、何も浮
ばない。必要なときに頭のなかから

第10回（2012年）
大商大ビジネス・アイディアコンテスト学長賞受賞

田中 伸我さん
大阪商業大学
総合経営学部２回生

学長賞受賞作品
着火線香

10 〜 70 歳代以上の 220 名
にアンケートを行い、現状
の線香の使いづらさを分
析。そのうえで、マッチの
ように擦って火をつける
線香のアイディアを提案し
た。

大商大ビジネス・アイディアコンテストとは
起業家精神の涵養と起業家的な資質・能力の育
成を目標として、新しい商品・サービスやビジネスモ
デルのアイディアを競うコンテスト。自由部門と企業
からの課題に取組む課題部門を設定。

フィールドワークゼミナール受講

酒井 秀明さん
大阪商業大学総合経営学部４回生

横見ゼミナール

実施プロジェクト
フィールドワークを
通じた観光地域づくり

大阪・四條畷市のボランティ
ア観光ガイド「ゆずりは」と
ともに、四條畷市でハイキン
グなどの行事を開催し、地
域の活性化に寄与する。観
光まちづくりについて実践的
に取組んでいる。

フィールドワークゼミナールとは
社会の様々な問題を発見し、解決策を考え、その
解決に向けて行動する現場（フィールド）を地域の
商店街や企業などに求め、大学で学んだ理論を現
実の社会で適用していく実践教育プログラム。

で提案内容をお話ください。
田中　お墓参りなどで線香をあげる
とき、火がつきづらい、線香を折っ
てしまう、やけどしかけた経験があ
るといった悩みを誰もが抱えていま
す。それを解決するのが「着火線香」
です。線香とマッチを掛け合わせた
もので、マッチを擦るようにして火
をつけます。
学長　ビジネス化する考えは？
田中　もちろんあります。プレゼン
テーションを指導してくれた教授や
企業の方から、改善のアイディアも
いただけたので、在学中に企業に提
案したいと考えています。

一つの形に仕上げて
発信することで
充足感が得られる

学長　本学は実学教育に力を注ぎ、
フィールドワークゼミナールを通し
て社会的問題を解決する実践力を
養っています。酒井君は大阪・四條

ばならないということで、挫折も味
わったでしょう。
横林　失敗だらけで、一人ではここ
までできませんでしたね。ブロック
という形状に辿り着いたのは、原さ
んのおかげです。
原　おもちゃのレゴで遊ぶ感覚で入
浴剤を使えたら楽しいのでは、と
思ったんです。
吉原　「面白い！」と盛り上がりま
したね。私はみんなで夜遅くまで学
校に残って、プレゼンの練習をした
のがよい思い出です。
横林　そうですね。３人で考えを深
め、先生の指導も受けてまとめるこ
とができました。
学長　そうでしたか。ところで、本
学では実社会や暮らしの中で問題を
発見・解決できる能力の育成を目的
として、ビジネスアイディアを募集
するコンテストも行っています。10
月 26 日に開催した「第 10 回大商大
ビジネス・アイディアコンテスト」
で学長賞を受賞した田中君。ご自身

第10回（2011年）ビジネスアイディア甲子園グランプリ受賞
大阪市立淀商業高等学校３年生　グループ名：YAM

グランプリ受賞作品
NEW！ 浴剤！

赤や青などのブロックとバナ
ナやチョコなどの香りブロッ
クを組み合わせて、そのと
きの気分に最適な入浴剤を
自分でつくることができるア
イディアを提案し、企業に
調査も行った。

横林 夕夏さん
現在：会社員

（食品メーカー人事）

原 茉凛さん
現在：大学生

吉原 晶穂さん
現在：会社員

（小売業マネージャー）
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もあると思いますが…。
学長　挫けたときはしばらく放置し
てもいいんです。私の部屋には、さ
まざまなアイディアが入っている鞄
があります。いつでも取り出せると
ころに置いておいて、その鞄を意識
して生活をする。すると、自分にとっ
て一番いい時期がおとずれ着手する
ことができるんです。もし、迷って
いるのならば、まずやってみてほし
い。失敗したときは周りの意見も参
考に敗因を考える必要があります
が、自分の信念は曲げないでくださ
い。成功させるという強い思いがあ
れば、何回失敗しても立ち上がるこ
とができます。みなさんには、チャ
レンジを通して、明るい未来を手に
入れてほしいです。

ちに何かに取組むことの大切さを伝
えていきたいです。
吉原　仕事で外国人の方と話をする
機会が多いので、英語力を高めたい
と思っています。
横林　私は 10 分間の自己紹介が成
功したので、今度はもっと長い時間
の講話ができるように、スピーチの
技術を高めたいです。
酒井　僕は現在４年生で、就職先も
決まりました。まずは仕事を覚えて、
ゆくゆくはリーダーシップを発揮し
て、周りから頼りにされる存在へと
成長したいと思っています。
田中　まずは「着火線香」を商品化
させて、起業にも挑戦してみたい。
でも、難しい問題が山積みですので、
これから何度も失敗し、挫けること

とを繰り返していくことで、人生は
豊かになります。高校生で受賞した
3人は、この賞が自身にどのような
影響を与えたと感じていますか？
吉原　両親から「もっと受賞したこ
とをアピールするべき」と言われま
した。そこで、祖父母や知人に知ら
せたのですが、話しているうちに自
分に自信が持てるようになり、高校
在学中に行った就職活動でも役立ち
ました。
横林　私も高校卒業後に就職したの
ですが、50 人ほどの前で新入社員
代表で 10 分間、自己紹介をする機
会がありました。私はもともと人前
に出るのが苦手だったのですが、最
初から最後まで大きな声できちんと
話すことができ、拍手をもらえたん
です。「ビジネスアイディア甲子園」
のプレゼンを経験していなかったら
無理だったでしょうね。
学長　高校生対象の「ビジネスアイ

ディア甲子園」には、昨年 6604 作
品の応募がありました。このなかで
グランプリを獲得できたことは名誉
あることですので、大きな自信を
持ってください。また、惜しくも賞
を逃しても商品化を十分に考えられ
るアイディアが多数あるため、高校
生には「ビジネスアイディア甲子園」
を機にその後もチャレンジし続けて
もらいたいですね。

明るい未来のために
失敗を繰り返しても
挑戦し続けよう

学長　みなさんのこれからチャレン
ジしようとしていることを教えてく
ださい。
原　私は今、幼児教育について学べ
る大学に通っています。「ビジネス
アイディア甲子園」に挑戦して私も
自信がついたので、今後は子どもた


