
100 101

　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
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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



102 103

【アイディアの概要】
　課題部門 C の応募作品で、スマートフォンにイヤホンを装着したままストラッ
プをつけるための商品。シリコンとプラスチックでできており、安価で大量生産
が可能です。イヤホンやストラップを使用する若者をターゲットにしています。

【アイディアコンテストに挑戦して】
　今回、理事長賞という素晴らしい賞を頂きとても嬉しく思っています。私はパ
ワーポイントでも凝った事は出来ませんし、自分なりのユーモアが人に通じない
ところがあるのでプレゼンに関してとても不安に感じていました。それで、せめ
て言いたい事だけは明確に伝わるようにしようとはっきり丁寧に話すよう心掛けま
した。このように私のアイディアとプレゼンを評価してくださった方々、そして私
を支えてくれた全ての人にとても感謝しています。

☆審査員特別賞（順不同）☆
　総合経営学部 商学科４年　寺西 和也さん

「Romains 遊園地潜入ツアー」（自由部門）
【アイディアの概要】
　私の考えたビジネスアイディアは、『奈良ドリームランド』という遊園地
の跡地を再活用することを目的としたものです。
一言で言うと新施設建設にあたって必要となる施設解体費および土地整備費
用を収集するため、現在の状態のまま活用する方法を考えました。

【アイディアコンテストに挑戦して】
　目標を高く掲げこのコンテストに取組みました。実際に、現在無人島となって
いる軍艦島を訪れる『軍艦島上陸ツアー』にも参加し、廃墟ブームを実感しまし
た。その後、様 な々文献や書籍から調査を重ね最終審査に臨みましたが、結果
は目指していたものには及びませんでした。結果は結果として、このコンテストを
通じて多くのことを学びました。また、ご協力いただいた皆様には深く感謝して
おります。コンテストに挑戦したことが、学生生活の貴重な体験となりました。

　総合経営学部 商学科３年　水原 春佳さん
「絶景 !! 夕焼けガイドマップ」（自由部門）
【アイディアの概要】
　「絶景 !! 夕焼けガイドマップ」は、公園や橋の上など特に観光地でない場
所からの夕日を観光スポットとして取り上げ、共に周辺のお店の広告を掲載
したガイドブックを作り、地域活性化に役立てるといったビジネスアディア
です。お店の広告掲載費で運営し、一般には無料で配布します。地域外の人

プコーンと造花を束ねて作ったブーケです。プレゼントの定番である花束に
ポップコーンの入った花を入れることで、さらにあっと驚くサプライズプレ
ゼントとなります。また、さまざまな人にプレゼントをしていくことでポッ
プコーンパパの知名度の向上にもつながります。

【アイディアコンテストに挑戦して】
　私は前年度学長賞授賞者として恥のないプレゼンをしなければと重圧感を
感じていました。しかし、このアイディアは幸せな場所で使用される楽しい
アイディアなので、自分も楽しく、聴衆の皆さんにとっても楽しいプレゼン
にしようと考えました。結果はあと一歩届かず副学長賞でしたが、昨年度よ
りも自分の発表に対して満足していますし、株式会社 Dreams の宮平社長を
はじめ、たくさんの方にアドバイスを頂いてできたプレゼンなので感謝と楽
しさでいっぱいのプレゼンになりました。

☆東大阪商工会議所会頭賞☆
　総合経営学部 商学科２年　林 亜祐美さん

「いいとこいっぱい　いしきりん　かるた」
　（課題部門／合同会社いしきりん・株式会社せのや）

【アイディアの概要】
　カルタを使って大阪の魅力を発信していくアイディアです。東大阪のゆる
キャラであるいしきりんが大阪弁を使って、大阪の観光名所や特産品を大阪
の街をお散歩しながら、大阪のよさを紹介していきます。このカルタには自
分が大阪に来て新たに発見したこと、肌で感じたことを自由にかけるオリジ
ナルカルタの制作も取り入れました。

【アイディアコンテストに挑戦して】
　昨年度は一次審査を通過したものの、二次審査で落選し、悔しい経験をしま
した。今回はそのリベンジと考え、頑張ってなんとか三位入賞をすることができ
ました。そしてこのアイディアが商品化に向け前向きに検討していただけるお話
も頂き、正直驚いております。私のアイディアが評価され、そして課題提供をし
てくださったいしきりんさんの期待に応えることができ、大変嬉しく思っておりま
す。最後に先生をはじめ、協力してくださった皆さんのおかげでこのような賞を頂
くことができました。ありがとうございました。

☆特定非営利活動法人　東大阪地域活性化　支援機構理事長賞☆
　総合経営学部 経営学科４年　大西 七瀬さん

「イヤホール　ジャんクしょん」（課題部門／株式会社サンクレスト）

②大商大ビジネス・アイディアコンテスト
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大商大ビジネス・アイディアコンテスト 10 年のあゆみ

　2003 年に第１回大会を開催し今年度で第 10 回を迎えました。「10 年のあ
ゆみ」として本取組をご紹介いたします。

がその場所に訪れるきっかけになるだけでなく、住んでいる人が改めてその
地域を好きになることが出来るガイドブックです。

【アイディアコンテストに挑戦して】
　自分のアイディアを人に伝えるのは難しく、パワーポイントの作成もプレ
ゼンを行うのも初めてのことばかりで本当に戸惑いました。しかし、友達や
先生に協力してもらいながら全力で取組むことが出来たのでとても楽しかっ
たです。ファイナルプレゼンテーションではとても緊張しましたが、よい刺
激になりました。ビジネスアイディアコンテストで得たものはとても多く、
大きく成長できた気がします。

　総合経営学部 経営学科２年　長﨑 悠さん
「ドアノブカラーアート」（課題部門／日本化線株式会社）
【アイディアの概要】
　カラーワイヤーをおしゃれに利用するという考えで、ワイヤーをドアノブ
に取り付けるというものです。ドアノブをおしゃれにする人を増やそうとし
た作品であり、取り付けが簡単であることや、低価格かつ自分で好きな形を
作ることができるというもので付けるだけでなく、自分で作る楽しみも感じ
ることができるアイディアです。

【アイディアコンテストに挑戦して】
　私は今回のコンテストを通していろいろなことを感じました。ファイナリストに
選ばれたのも嬉しいのですが、やはりコンテストの際に手伝っていただいた方に
対しては感謝の気持ちでいっぱいです。またいろんな方と出会いがあり、たくさ
んの話を聞くことができる場を作っていただき、かけがえのない経験をさせてい
ただいました。応募のきっかけはゼミナールの課題だったのですが、来年は上
位入賞を目指して自分の意志で頑張っていきたいと思っています。

☆企業賞☆
総合経営学部 商学科２年　金田 諒平さん
　「なくしても見つかる　双子ストラップ」（株式会社サンクレスト）
経済学部 経済学科２年　八木 有人さん
　「ふんわりと匂いのする携帯カバー」（株式会社サンクレスト）
総合経営学部 公共経営学科２年　松井 歩美
　「Thank you mama! キット」（株式会社 Dreams）
総合経営学部 公共経営学科２年　山﨑 大さん
　「ワイヤークラフト組立キット〜楽しくリハビリ〜」（日本化線株式会社）
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  この本は、世界同時不況はなぜ起きたのか？私たちの未来に、この「大停
滞」を克服する処方箋はあるのか？インターネットなどのイノベーション（技
術革新）は、新たな経済成長をもたらすことができるのか？ 2011 年 1 月に
アメリカで刊行されるや否や政策形成関係者や経済論題で様々な議論を起こ
し、論争の焦点を変えた話題書である。
  アメリカ経済は少なくとも 17 世紀以降、新しい有益なテクノロジーなど、
経済版の「容易に収穫できる果実」（無償の土地・技術革新（電力・自動車他、
強力な化石燃料エネルギーで最新機械を動かす発想）・未教育の賢い子供た
ち）に恵まれてきた。40 年ほど前、その果実が手に入らなくなり始めると、
私たちはそれに気づかないふりをするようになった。しかし、現実には、経
済がイノベーションの停滞期に入っており、果実の木々は目を背けたくなる
くらい丸裸になっている。それが今の状況だ。1970 年代以降、どの国でも
経済成長が減速し、経済成長の源泉が枯渇しつつあるにもかかわらず、次の
源泉を見いだせないことに問題の本当の原因がある。
  しかし、「将来は“容易に収穫できる果実”が手に入るようになる」と著
者は楽観視する。その理由は、①インドと中国がイノベーションの担い手の
役割を強めること（あるいは、ほかの国々がイノベーションに取組む余裕を
もたらすこと）、②インターネットが従来より収入を生む可能性があること、
③初等・中等教育の質の向上に対する世論の関心が高まっていることにある。
科学者の社会的地位を高めるべきだという主張だ。
　知識社会が到来し、記憶型教育ではなく、考える力を育成する教育活動や
研究活動にあると考えるが、具体的な手法は十分に示されていない。

起業教育研究会企画委員
兵庫県長田商業高等学校　校長　南谷雄司

６.  書評

『大停滞』
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