
96 97

発想力・創造力・表現力を育てる試みが、起業教育にたどり
着きました。

大阪府立高石高等学校 教頭　古谷 俊哉 先生
（前大阪府立金剛高等学校 教諭）

　アイディアを生み出し、提案し共感を得る。それは非常に大切なことです。
ましてや、その実現によってたくさんの人が感じている不便が解消されるな
ら、個人にとっても社会にとっても素晴らしいことです。そんな思いでビジ
ネス系の授業を立ち上げ、３年目にビジネスアイディア甲子園に出会いまし
た。第１回こそ約 600 件の応募でしたが、第３回には全国から約 2400 件の
応募があり、創造力を養い表現力を高めることが全国の高校で求められてい
ることを実感しました。高校生に限ったこのコンテストは力試しに最適で、
入賞を目標に授業を高めていくことができました。このコンテストからヒッ
ト商品が誕生し、やがて「ビジネスアイディア甲子園」発がブランドになる
ように、これからも応援します。

近江商人の精神を大切に

滋賀県立八幡商業高等学校　山田 奈津江 先生
　「ビジネスアイディア甲子園」は、授業（課題研究）でオリジナル商品の
開発を進めるうえで、豊かな発想力や企画力を身につけることができる取組
です。自分達の利益だけを考えるのではなく、開発したり販売したりする商
品が、お客様にとってどのような存在価値となるのか、またその商品をいか
に社会に役立たせるのかなどについて、生徒に考えさせる絶好の機会です。
近江商人の「三方よし（売り手よし・買い手よし・世間よし）」の精神を受
け継ぐ生徒を今後も引き続き輩出するために、さらに学習を深め、参加して
参りたいと思います。

取組校インタビュー

「イノベーター目指せ」
大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校　平 寿之 教諭

　本校は大阪市内の商業高校３校が一緒になり昨年４月に開校しましたが、
それ以前からこのコンテストに応募しています。生徒たちは６月末から取組
みます。夏休み中に不満や不便をキーワードにアイディアを考え、８月末か
ら、より現実的な企画に仕上げるのです。
　本校では大学まで７年間を見越した授業を心がけ、大学の先生や企業家ら
を招き教えを請うこともします。イノベーターになれという方針もあり「ビ
ジネスアイディア甲子園」には、これからも参加しようと思っています。

学校賞受賞校インタビュー

取組校インタビュー
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●北海道
北海道旭川工業高等学校
北海道石狩翔陽高等学校
北海道札幌国際情報高等学校
北海道札幌東商業高等学校
北海道斜里高等学校
北海道滝川西高等学校
北海道千歳高等学校
北海道深川東高等学校
北海道稚内高等学校
北海道稚内商工高等学校
札幌北斗高等学校
立命館慶祥中学校・高等学校

●青森県
青森県立柏木農業高等学校

●岩手県
岩手県立杜陵高等学校
岩手県立宮古商業高等学校

●宮城県
宮城県女川高等学校
宮城県蔵王高等学校

●秋田県
秋田県立西目高等学校
秋田市立秋田商業高等学校
明桜高等学校

●山形県
山形県立霞城学園高等学校
山形県立鶴岡中央高等学校

●福島県
福島県立安積高等学校御舘校
福島県立修明高等学校
福島県立福島商業高等学校

●茨城県
清真学園高等学校・中学校

●栃木県
佐野日本大学中等教育学校

第 11 回応募校一覧（順不同）

●群馬県
群馬県立伊勢崎商業高等学校

●埼玉県
埼玉県立越谷総合技術高等学校
埼玉県立秩父農工科学高等学校
埼玉県立八潮南高等学校
早稲田大学本庄高等学院

●千葉県
千葉県立東金商業高等学校
市川中学校・高等学校

●東京都
東京都立青梅総合高等学校
東京都立篠崎高等学校
東京都立芝商業高等学校
東京都立第四商業高等学校
東京都立千早高等学校
東京都立若葉総合高等学校
実践女子学園中学校高等学校
昭和女子大学附属昭和中学校・
昭和高等学校
女子美術大学付属高等学校・中学校
専修大学附属高等学校
田園調布雙葉中学高等学校
東京都市大学付属中学校・高等学校
広尾学園中学校・高等学校
富士見中学高等学校
明治大学付属明治高等学校・中学校

●神奈川県
神奈川県立相原高等学校
神奈川県立岩戸養護学校
横浜市立横浜商業高等学校

●新潟県
新潟県立新発田商業高等学校
新潟県立十日町総合高等学校

●富山県
富山県立高岡商業高等学校
富山県立富山商業高等学校
富山県立富山北部高等学校
富山県立滑川高等学校

●石川県
金沢大学附属高等学校

●長野県
長野県塩尻志学館高等学校
長野県中野立志館高等学校

●岐阜県
岐阜県立恵那南高等学校
岐阜県立岐阜商業高等学校
岐阜県立東濃実業高等学校
岐阜県立武義高等学校
関市立関商工高等学校

●静岡県
静岡県立池新田高等学校
静岡県立伊東商業高等学校
静岡県立磐田農業高等学校
静岡県立御殿場高等学校
静岡県立相良高等学校
静岡県立島田商業高等学校
静岡県立中央特別支援学校
静岡県立土肥高等学校
静岡県立遠江総合高等学校
静岡県立沼津商業高等学校
静岡県立浜松大平台高等学校
静岡県立浜松東高等学校
静岡県立富岳館高等学校
静岡県立吉原高等学校
静岡市立商業高等学校
富士市立高等学校
星陵中学校・高等学校
東海大学付属翔洋高等学校
沼津中央高等学校

●愛知県
愛知県立愛知商業高等学校
愛知県立一宮商業高等学校
愛知県立春日井商業高等学校
愛知県立杏和高等学校
愛知県立新城高等学校
愛知県立天白高等学校
愛知県立豊橋工業高等学校
愛知県立中川商業高等学校
愛知県立南陽高等学校

第 11 回応募校一覧

顧客満足や社会貢献を目指し、「人間力」の育成につなげる。

京都府立木津高等学校 情報企画科　松本 康子 先生
　企画提案の授業の入り口として、毎年、「ビジネスアイディア甲子園」へ
の応募に取組んできました。生徒は何気なく見過ごしてきた日常生活の一つ
一つに目を向けることで、当たり前に接していた商品・サービスの背景にあ
るコンセプトに気付きます。そこから消費者のニーズを形にする、開発側の
視点で考えるという意識の変化が見られ、コミュニケーション力も向上しま
す。自己満足から一歩抜け出し、顧客満足や社会貢献を目指すことで、生徒
の総合的な「人間力」の育成につながっています。
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　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、本学の学
生・大学院生を対象として 2003 年度から毎年実施する新しい商品・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です。
　第 10 回では、自由部門と新規に企業からの課題に取組む課題部門を設定
しています。企業と連携し、新しいビジネスモデルや商品などのアイディア
を考える取組としています。学生のビジネススキルを磨くとともに、優秀作
品の商品化によって地域振興へも貢献したいと考えています。

第 10 回大会ファイナルプレゼンテーション結果発表
アイディアの概要・学生のコメント
☆学長賞☆
　総合経営学部 経営学科２年　田中 伸哉さん

「着火線香」（自由部門）
【アイディアの概要】
　着火線香とは、現在ある線香をより強固にするため、圧縮加工・調合段階
で固くする薬品を使うことで固くした線香に、マッチの火薬の含まれた赤い
部分を線香の片側先端に取付け火がつけやすく、危険も少ない、さらに使用
しやすくした新しい線香です。

【アイディアコンテストに挑戦して】
　今回一次審査を通過したとき「このチャンスは逸すまい」と意気込んでいたも
のの、実際二次審査後自分のアイディアの小ささに自信をなくしていました。そ
のため通過の知らせを受けた時は、信じられない思いでした。それからファイナ
ルまでの準備期間は大変でした。アンケート調査や統計、プレゼンの練習は、
いくらやっても自信が持てず、投げ出したくなったこともありました。しかし学内
外のたくさんの方のサポートや応援のおかげで全力で取組むことができました。
その結果優勝し、皆様のご期待に答えることができ、自他ともに満足です。

☆副学長賞☆
　総合経営学部 経営学科３年　岸畑 雅美さん

「ポップコーンブーケ〜大切な人の大切な記念日に〜」
　（課題部門／株式会社Dreams）

【アイディアの概要】
　このアイディアは、株式会社 Dreams が経営するポップコーンパパのポッ

②大商大ビジネス・アイディアコンテスト

②大商大ビジネス・アイディアコンテスト

愛知県立緑丘商業高等学校
杜若高等学校
南山高等学校・中学校女子部

●三重県
三重県立宇治山田商業高等学校
三重県立相可高等学校
三重県立名張高等学校
三重県立四日市農芸高等学校
日生学園第一高等学校

●滋賀県
滋賀県立安曇川高等学校
滋賀県立大津商業高等学校
滋賀県立国際情報高等学校
滋賀県立長浜北星高等学校
滋賀県立日野高等学校
滋賀県立八幡商業高等学校

●京都府
京都府立大江高等学校
京都府立木津高等学校
京都府立京都すばる高等学校
京都府立鳥羽高等学校
京都市立伏見工業高等学校
京都明徳高等学校
立命館宇治中学校・高等学校
立命館中学校・高等学校

●大阪府
大阪府立貝塚高等学校
大阪府立門真西高等学校
大阪府立金剛高等学校
大阪府立柴島高等学校
大阪府立園芸高等学校
大阪市立扇町総合高等学校
大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校
大阪市立淀商業高等学校
好文学園女子高等学校
精華高等学校
同志社香里中学校・高等学校
大阪商業大学高等学校
大阪女子短期大学高等学校

●兵庫県
兵庫県立淡路高等学校
兵庫県立小野高等学校
兵庫県立神戸商業高等学校
兵庫県立洲本実業高等学校

兵庫県立豊岡総合高等学校
兵庫県立鳴尾高等学校
神戸市立六甲アイランド高等学校
明石市立明石商業高等学校
神戸山手女子高等学校
灘高等学校

●奈良県
奈良県立五條高等学校
奈良県立榛生昇陽高等学校

●和歌山県
和歌山県立和歌山商業高等学校

●岡山県
岡山県立岡山東商業高等学校
岡山県立岡山南高等学校
岡山県立笠岡商業高等学校
岡山県立勝間田高等学校
岡山県立倉敷商業高等学校
岡山県立倉敷鷲羽高等学校
岡山県立高梁城南高等学校
岡山県立津山商業高等学校
岡山県立矢掛高等学校
岡山県立和気閑谷高等学校
岡山県井原市立高等学校
岡山龍谷高等学校
吉備高原学園高等学校

●広島県
広島県立総合技術高等学校
広島県立戸手高等学校
広島県立広島観音高等学校
広島県立油木高等学校
広島市立広島工業高等学校

●山口県
山口県立岩国商業高等学校
山口県立徳山商工高等学校

●徳島県
徳島県立吉野川高等学校

●香川県
香川県立笠田高等学校

●愛媛県
愛媛県立宇和島東高等学校
愛媛県立新居浜商業高等学校

愛媛県立新居浜南高等学校
愛媛県立北条高等学校
愛媛県立松山北高等学校中島分校

●福岡県
福岡県立宇美商業高等学校
福岡県立筑豊高等学校
博多女子高等学校

●佐賀県
佐賀県立有田工業高等学校

●長崎県
長崎県立諫早商業高等学校

●熊本県
熊本県立球磨商業高等学校
熊本県立熊本商業高等学校

●大分県
大分県立大分商業高等学校
大分県立中津東高等学校
別府溝部学園高等学校

●宮崎県
宮崎県立西都商業高等学校
宮崎県立都城商業高等学校

●鹿児島県
鹿児島県立明桜館高等学校
霧島市立国分中央高等学校

●沖縄県
沖縄県立八重山商工高等学校


