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「第6回 創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」
商品開発
静岡県表彰式

平成 30 年 12 月 27 日、日本政策金融公庫
（本店東京・千代田区）
国民
生活事業本部の名古屋創業支援センターが主催する
「第 6 回 創造力、無
限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」
の静岡県表彰式が開催された。
ここでは、同大会の
「高校生ビジネスプラン・ベスト100」
に見事 3 グルー
プが入賞した静岡県立伊東商業高等学校
（静岡県伊東市）
に密着した。
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3 年生が卒業してしまうと途絶
えてしまっていました。そこを
何とか継続できるようにと、思
案を重ねてきました。その意味
では、今回入賞した三つのプラ
ンは来年度以降も継続できる内
容だと思います。ご協力いただ
いた多くの企業のみなさまに感
謝いたします。
ビジネスプラン・グランプリ
は、学校としてもやりがいのあ
る企画ですから、生徒には、こ
の経験を活かして、地域のため
に貢献したいという意識を持ち
続けることを期待しています。

しかし、やまももの生産
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米山 圭一郎 教諭
各グループが進
めてきたことを、
緊張しながらもきちんと発表で
きたのはとても素晴らしかった
と思います。4 月以降を振り返
ると紆余曲折がありましたが、
生徒がイキイキとしている姿に
接すると、企業側との関わりの
中で自主性を高め、自ら発信す
るようになるなど、その成長ぶ
りには毎年驚かされます。
来年度も20人近い生徒が課
題研究「生活に役立つ経済学」
の受講を希望しています。先輩
たちの活躍を見て、下級生自身
が新時代を切り拓くビジネスプ
ランを生み出してくれることを
期待しています。
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の最終審査10校のこと
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されている点が聴講者らを

さん

て「アレルギー」にもふれ、
材料名の明記によって対応
する姿勢を見せた。

槇田 友美

伊東商業高校では、これ
年生
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起業家「高校生だから起業する」
精神
N 高等学校
N 高等学校の「起業部」 ームで長期的なプロジェク

までにも「鯖」を利用した

に注目が集まっている。平

トを作り、積極的に取り組

商品開発に取り組んでき
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生徒の期待に応えるべく設

などが行われる。
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採用された実績がある。

橘田 みつき

鯖まんの開発に携わった
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鈴木 健

肥田 綾香

SNS を利用するために

槇田さんも先輩たちの活動
に間近に接して、
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会が行われ、入部希望者は
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に合った選択をして欲し

題を考え、解決策を導き出

リングを通してマイプラン
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