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木村健太（広尾学園中学校高等学校）

1 テーマの紹介

研究活動からグローバルアントレプレナーシッププログラムへの展開と、学外機関と
の連携による拡張と継続

　広尾学園医進・サイエンスコースでは、サイエンスや数学分野における本格的な研究活動を推進してきた。
しかし、その取り組みのほとんどが学術や教科学習を目的としたものであり、ビジネスやソーシャルイノベー
ションによって実社会の課題を解決しようとするアプローチはほとんどない。
　ここではまず、DECA ICDC への参加を通じて、研究活動をグローバルな視点をもったビジネスやソーシャ
ルイノベーションに展開した事例を紹介し、その後、学外の機関と連携することで、学校を越えた取り組みへ
と発展し、高校生がビジネスに関する知見を継続的に学び・実践できる環境を構築できた事例を紹介する。

2 テーマを選んだ背景・理由

・本校の医進・サイエンスコースでは学術研究を目的とした「幹細胞」「植物」「環境化学」「数論」「現象数理」
「理論物理」の６分野における研究活動を進めているものの、グローバルな視点をもったビジネスやソーシャ
ルイノベーションによって実社会の課題を解決するアプローチはほとんどない。
・全国的にも、ビジネスについて体系化された本格的なプログラム（マーケティング、マネジメント、ファイ
ナンス、リーダーシップ、チームビルディング等）を高校生が学ぶ機会はほとんどない。
・国が推進するアントレプレナーシップ教育として、文部科学省の「グローバルアントレプレナー育成促進事
業（EDGE プログラム）」や後継の「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」などがあるが、これ
らは大学を支援するものが中心である。
・経済産業省では中小企業庁が「学びと社会の連携促進事業（起業家教育）」において高校生向けの事業を推進
しているが、地域活性化を趣旨とした事例が多く、グローバルに展開する事例はない。
・その他、企業や団体が主催するビジネスプランコンテスト等は多くあるが、そのほとんどが単発もしくは短
期的なものである。
・高校生が継続的に学びながらキャリアパスに繋げることができるプログラムが求めら
れている現状において、本校では、ビジネスに関わる領域や、生徒が当事者意識をもっ
て自身の興味を持続可能な形で社会への貢献に昇華させるためのアントレプレナーシッ
プを体系的に学べるプログラムとして、米国に本部を置く DECA の活用を検討・試行
していた。今回のシリコンバレー地区の教育環境を視察できたことでその必要性と実現
可能性を再確認できた。

3 視察を通じて参考になったこと
・High Tech High には、生徒たちが石鹸を作製し、ビジネスとして成立する形にまで高めて販売する The 
Wicked Soap Companyというプロジェクトがあることを知った。このプロジェクトは「消費者の特定のニー
ズを満たすために科学的知識とエンジニアリング設計プロセスをどのように使用できるのか？」という学びを
目的とするものであった。
・San Diego STEM Ecosystem という、こどもたちが学校以外の場（大学、専門機関、企業、地域、各種コ
ミュニティ等）でも STEM 教育を受けられるための調整を担う行政機関の存在を知った。

探究テーマ　 研究活動からグローバルアントレプレナーシッププログラムへの展開と、学外機関との連携による拡張と継続

なぜ、そのテーマを選んだのか

・Hillview Middle School の視察では、ICT 環境整備の重要さを再認識。生徒が一人一台のガジェットを持ち、
常に Web に繋がれる環境を用意。反転授業や PBL がスムーズに行われていることはもちろん、生徒とともに
リテラシーのあり方を追求していた。
・ヤング吉原先生・天野さん・外村さんからは、起業という選択肢における日米の意識の差、日本の起業率の低さ、
STEAM という哲学、empathy を忘れずに人のためになる開発、生徒主導で進める大切さ、学校という箱庭
的発想からの脱却、許可を求めずまずやってみる、感謝を忘れず縁をつなぐ努力をするなど、たくさんのご示
唆をいただけた。
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4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
・同行した先生方とのミーティング：今回の視察で必要性を感じた「他者への貢献を意識する学び」について、
消費者のニーズを掘り起こすマーケティングという観点からも、学校と社会をつなげるという観点からも、ビ
ジネスという切り口は有効であるとの後押しをいただけた。
・DECA 公式 HP と資料の調査と、DECA の日本国内での認定高校推進サポート機関である一般社団法人カピ
オンエデュケーションズ（以下、カピオンエデュケーションズ）からの紹介：DECA にはその学びを評価・測
定するための試験もあり、米国では大学入試に利用されている SAT や ACT と並び、大学卒業後にビジネスリー
ダーとしての特性や能力の伸びしろと可能性を測定するためにDECAの試験が活用されているとのことだった。

※DECA の試験には、1. マーケティング、2. マネジメント、3. ホスピタリティとツーリズム、4. ファイナン
スの４分野の試験があり、知識を測定するためのマークシート、ビジネスをプランニングする力を測定するエ
グゼクティブシート筆記試験、ビジネスプランを不特定多数にロジカルに説明する力を測定するプレゼンテー
ションがある。

5 ３～４の考察
　学びの目的や環境、生徒がアウトプットするときの意識に「自分とは違う他者」が含まれていたのが印象的
だった。High Tech High の The Wicked Soap Company でも、知識や技術だけでなく「消費者のニーズ」
をふまえた思考を重要視していたし、Millennium School at KGI のフォーラムは、他者との関わりの中から
自分自身を知るアプローチといえる。日本には、世界に誇れるレベルの他者を思いやる気持ちを大切にした教
育環境があると思っていたが、「学び」に関しては、自分のためという意識に留まっているのではないかとの
気づきを得た。今後は PBL においても、生徒が興味を持った「自分のやりたい」を「社会や他者への貢献」に
昇華させていくことを意識できる環境を整えていきたい。
　また、日本においても、学校と学校、学校と大学や専門機関、学校と企業、学校と地域とを繋ぐ San Diego 
STEM Ecosystem のようなシステムやそれを担当する機関の必要性を強く感じた。そのためにはまず、モデ
ルとなるケースをいくつか模索する段階から始める必要がある。本報告は、その一助となることを目指すもの
である。
　これらの考察は、学校が社会とシームレスにつながっていくことを意味する。そのために学校は、社会の変
化とともにスピード感をもって変化し続けられる体制を取る必要がある。一方、教育においてはどんなに社会
が変化しようとも、時代を超えて変わらない価値あるものを生徒たちに伝え続ける必要もある。今まで以上に
教育の「不易と流行」が重要になってくる。それぞれの本質を見失わないよう、我々教員自身が探求し続ける
姿勢を持ち続けていたい。
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6 実践計画
① DECA ICDC
　本件ではまず、研究活動に取り組んでいる医進・サイエンスコースの生徒が、グローバルなビジネスプラン
を策定することで、ビジネスやソーシャルイノベーションによって実社会の課題を解決するような視点も持つ
ようになるのではないかという仮定のもと、DECA ICDC（DECA 主催の世界大会）への参加を目指した。
 　
　⒈　学内での体制確立、担当教員の選定、DECA ICDC へ参加するために必要となる要件の確認。
　⒉　ビジネスプラン策定のための講義及び個別指導、英語プレゼンと資料作成の個別指導、DECA 本部との
交渉、旅行手配及び旅程管理などを担当する外部機関の選定と連携。
　⒊　プログラム内容及び日程の調整、安全管理体制、引率メンバー、必要予算、参加費等の検討。
　⒋　保護者・生徒向け説明会、参加生徒募集、プログラムの実施・運営。次年度に向けた改善点の洗い出し。

② DECA JAPAN
　次に、①における生徒たちの学びと実践を継続的なものにするために、①での連携機関であったカピオンエ
デュケーションズが設立した DECA JAPAN へ参加。本校以外の複数の学校にも紹介し、全国の高校生がビジ
ネスやアントレプレナーシップについて学ぶ機会の創出を目指した。

7 実践の結果
① DECA ICDC
　医進・サイエンスコース内に「アントレプレナー」の分掌を立ち上げ、研究活動との接続のための理科教員、
英語指導を担当する英語科教員などに参画してもらった。DECA ICDC へ参加するためには DECA の認定校
になる必要があったため、カピオンエデュケーションズと連携して、DECA の認定校になるための手続き実施、
日本からの初めての参加校となることができた。また、カピオンエデュケーションズは、ビジネスプラン策定
のための講義及び個別指導を全面的に担当してくださった。また、一般財団法人ベンチャーエンタープライズ
センターには、DECA ICDC を視察して得られた情報や、日本のベンチャー及びベンチャーキャピタルの現状、
アントレプレナーシップを身につける意義についてなどを生徒にお話いただいた。旅行手配及び旅程管理は、
株式会社アイエスエーが請け負ってくださった。ビジネスプランの実現に必要となるテクノロジー及び理論の
サポートは、私を含めた研究を指導している教員が担当し、英語資料の作成や英語プレゼンの指導には、英語
科の教員がサポートにあたった。とは言え、チームの編成からアイデア出し、ビジネスプラン策定、英語での
資料作成までの全てを生徒が主体となって行った。
　実践の結果、世界中から 15000 人以上の高校生が参加する DECA ICDC において、日本から初出場ながら
6 チーム（参加生徒：高校 1 年生 15 名）中の 3 チームが、Innovation Plan、International Business Plan、
Start-Up Business Plan のそれぞれの領域で入賞を果たすという想定以上の成果を得ることができた。 

　以下、生徒たちが主体的に、研究活動からビジネスやソーシャルイノベーションへ発展させたエピソードと
して、入賞したひとつのチームのビジネスプランを紹介する。
　チームの中心となった生徒は植物研究チームに所属しており、遺伝子改変技術を用いたシロイヌナズナの開

花制御機構の解析をテーマに研究を進めている。DECA ICDC では、International Business Plan 領域にお
いて「重金属による土壌汚染が深刻化した中国江蘇省での、遺伝子改変ソルガムを用いた土壌浄化とバイオエ
タノール生産によるソーシャルビジネス」を提案した。
　本生徒はまず、文献調査によって、中国の江蘇省でカドミウムによる土壌汚染が進んでいる現実を知り、そ
の解決には、研究チームのメンバーが取り組んでいるシロイヌナズナの変異体を用いたファイトレメディエー
ションの適用が有効だと考えた。その後、このプランを持続可能な事業として展開するために更なる文献調査
を続け、バイオエタノールの生産性が高いソルガムという植物を知った。これらの知見と自身が研究で行って
いるゲノム編集技術を用いて、重金属に耐性があり､葉に重金属を蓄積する遺伝子改変ソルガムを作製するこ
とを考えた。ファイトレメディエーションにより汚染土壌を浄化しつつ、刈り取った地上部からカドニウムが
蓄積している葉を除いた茎部分でバイオエタノールを生産するという一石二鳥のアイデアだ。学術論文の報告
に基づいた実現可能性の高い理論と、バイオエタノールの市場価値や具体的に算出されたコストなど、ビジネ
スとして成立することを示すデータを提示した本プランは、DECA ICDC においてもソーシャルイノベーショ
ンとしての価値を高く認められた。
　生徒たちのこのような取り組みによって、医進・サイエンスコースで進めている研究活動がビジネスやソー
シャルイノベーションへと発展していく可能性を確信することができた。

②DECA JAPAN
　カピオンエデュケーションズが DECA JAPAN を設立し、DECA のプログラムを国内の高校生が普段の授業
に対応した内容に内容理解度を高めるために日本語化したり、オンラインで個別チームのフィードバックを実
施して日本のライフスタイルに合わせた形にモディファイした結果、本校をはじめ、他校の生徒も参加できる
ようになった。以下、カピオンエデュケーションズが主催する DECA JAPAN において実施されたプログラム
を紹介する。

◎集合型講義・ワークショップ
・12 月 1 日 広尾学園 11 名、1 月 11 日 一般高校生 15 名：「ビジネスの３大要素」５時間
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6 実践計画
① DECA ICDC
　本件ではまず、研究活動に取り組んでいる医進・サイエンスコースの生徒が、グローバルなビジネスプラン
を策定することで、ビジネスやソーシャルイノベーションによって実社会の課題を解決するような視点も持つ
ようになるのではないかという仮定のもと、DECA ICDC（DECA 主催の世界大会）の参加を目指した。
 　
　⒈　学内での体制確立、担当教員の選定、DECA ICDC へ参加するために必要となる要件の確認。
　⒉　ビジネスプラン策定のための講義及び個別指導、英語プレゼンと資料作成の個別指導、DECA 本部との
交渉、旅行手配及び旅程管理などを担当する外部機関の選定と連携。
　⒊　プログラム内容及び日程の調整、安全管理体制、引率メンバー、必要予算、参加費等の検討。
　⒋　保護者・生徒向け説明会、参加生徒募集、プログラムの実施・運営。次年度に向けた改善点の洗い出し。

② DECA JAPAN
　次に、①における生徒たちの学びと実践を継続的なものにするために、①での連携機関であったカピオンエ
デュケーションズが設立した DECA JAPAN へ参加。本校以外の複数の学校にも紹介し、全国の高校生がビジ
ネスやアントレプレナーシップについて学ぶ機会の創出を目指した。

7 実践の結果
① DECA ICDC
　医進・サイエンスコース内に「アントレプレナー」の分掌を立ち上げ、研究活動との接続のための理科教員、
英語指導を担当する英語科教員などに参画してもらった。DECA ICDC へ参加するためには DECA の認定校
になる必要があったため、カピオンエデュケーションズと連携して、DECA の認定校になるための手続き実施、
日本からの初めて参加校となることができた。また、カピオンエデュケーションズは、ビジネスプラン策定の
ための講義及び個別指導を全面的に担当してくださった。また、一般財団法人ベンチャーエンタープライズセ
ンターには、DECA ICDC を視察して得られた情報や、日本のベンチャー及びベンチャーキャピタルの現状、
アントレプレナーシップを身につける意義についてなどを生徒にお話いただいた。旅行手配及び旅程管理は、
株式会社アイエスエーが請け負ってくださった。ビジネスプランの実現に必要となるテクノロジー及び理論の
サポートは、私を含めた研究を指導している教員が担当し、英語資料の作成や英語プレゼンの指導には、英語
科の教員がサポートにあたった。とは言え、チームの編成からアイデア出し、ビジネスプラン策定、英語での
資料作成までの全てを生徒が主体となって行った。
　実践の結果、世界中から 15000 人以上の高校生が参加する DECA ICDC において、日本から初出場ながら
6 チーム（参加生徒：高校 1 年生 15 名）中の 3 チームが、International Business Plan,
Start-Up Business Plan のそれぞれの領域で入賞を果たすという想定以上の成果を得ることができた。 

　以下、生徒たちが主体的に、研究活動からビジネスやソーシャルイノベーションへ発展させたエピソードと
して、入賞したひとつのチームのビジネスプランを紹介する。
　チームの中心となった生徒は植物研究チームに所属しており、遺伝子改変技術を用いたシロイヌナズナの開

花制御機構の解析をテーマに研究を進めている。DECA ICDC では、International Business Plan 領域にお
いて「重金属による土壌汚染が深刻化した中国江蘇省での、遺伝子改変ソルガムを用いた土壌浄化とバイオエ
タノール生産によるソーシャルビジネス」を提案した。
　本生徒はまず、文献調査によって、中国の江蘇省でカドミウムによる土壌汚染が進んでいる現実を知り、そ
の解決には、研究チームのメンバーが取り組んでいるシロイヌナズナの変異体を用いたファイトレメディエー
ションの適用が有効だと考えた。その後、このプランを持続可能な事業として展開するために更なる文献調査
を続け、バイオエタノールの生産性が高いソルガムという植物を知った。これらの知見と自身が研究で行って
いるゲノム編集技術を用いて、重金属に耐性があり､葉に重金属を蓄積する遺伝子改変ソルガムを作製するこ
とを考えた。ファイトレメディエーションにより汚染土壌を浄化しつつ、刈り取った地上部からカドニウムが
蓄積している葉を除いた茎部分でバイオエタノールを生産するという一石二鳥のアイデアだ。学術論文の報告
に基づいた実現可能性の高い理論と、バイオエタノールの市場価値や具体的に算出されたコストなど、ビジネ
スとして成立することを示すデータを提示した本プランは、DECA ICDC においてもソーシャルイノベーショ
ンとしての価値を高く認められた。
　生徒たちのこのような取り組みによって、医進・サイエンスコースで進めている研究活動がビジネスやソー
シャルイノベーションへと発展していく可能性を確信することができた。

②DECA JAPAN
　カピオンエデュケーションズが DECA JAPAN を設立し、DECA のプログラムを国内の高校生が普段の授業
に対応した内容に内容理解度を高めるために日本語化したり、オンラインで個別チームのフィードバックを実
施して日本のライフスタイルに合わせた形にモディファイした結果、本校をはじめ、他校の生徒も参加できる
ようになった。以下、カピオンエデュケーションズが主催する DECA JAPAN において実施されたプログラム
を紹介する。

◎集合型講義・ワークショップ
・12 月 1 日 広尾学園 11 名、1 月 11 日 一般高校生 15 名：「ビジネスの３大要素」５時間

　以下、生徒たちが主体的に、研究活動からビジネスやソーシャルイノベーションへ発展させたエピソードと
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タノール生産によるソーシャルビジネス」を提案した。
　本生徒はまず、文献調査によって、中国の江蘇省でカドミウムによる土壌汚染が進んでいる現実を知り、そ
の解決には、研究チームのメンバーが取り組んでいるシロイヌナズナの変異体を用いたファイトレメディエー
ションの適用が有効だと考えた。その後、このプランを持続可能な事業として展開するために更なる文献調査
を続け、バイオエタノールの生産性が高いソルガムという植物を知った。これらの知見と自身が研究で行って
いるゲノム編集技術を用いて、重金属に耐性があり､葉に重金属を蓄積する遺伝子改変ソルガムを作製するこ
とを考えた。ファイトレメディエーションにより汚染土壌を浄化しつつ、刈り取った地上部からカドニウムが
蓄積している葉を除いた茎部分でバイオエタノールを生産するという一石二鳥のアイデアだ。学術論文の報告
に基づいた実現可能性の高い理論と、バイオエタノールの市場価値や具体的に算出されたコストなど、ビジネ
スとして成立することを示すデータを提示した本プランは、DECA ICDC においてもソーシャルイノベーショ
ンとしての価値を高く認められた。
　生徒たちのこのような取り組みによって、医進・サイエンスコースで進めている研究活動がビジネスやソー
シャルイノベーションへと発展していく可能性を確信することができた。

②DECA JAPAN
　カピオンエデュケーションズが DECA JAPAN を設立し、DECA のプログラムを国内の高校生が普段の授業
に対応した内容に内容理解度を高めるために日本語化したり、オンラインで個別チームのフィードバックを実
施して日本のライフスタイルに合わせた形にモディファイした結果、本校をはじめ、他校の生徒も参加できる
ようになった。以下、カピオンエデュケーションズが主催する DECA JAPAN において実施されたプログラム
を紹介する。

◎集合型講義・ワークショップ
・12 月 1 日 広尾学園 11 名、1 月 11 日 一般高校生 15 名：「ビジネスの３大要素」５時間

オリエンテーション、スタートアップ、チームビルディング、問題とニーズ、カスタマーについて
※チームビルディングは、それぞれ異なる４タイプの「チームプレイヤー・スタイル」を持つメンバーを集め
　ると、スタートアップの成功率は上がるという米国の研究をもとにチームが編成された。
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・12 月 22 日 広尾学園 11 名、1 月 12 日 一般高校生 15 名：「プロダクトフィット」７時間
　マーケティング、プロダクト、テクノロジー、ファイナンス、エグゼクティブサマリー、プレゼンテーション
について
※ファイナンスについては、有限責任あずさ監査法人が、別途「起業力教室」を企画　3.5 時間
　公認会計士など 30 名のスタッフがメンターにつく万全のサポートのもと、ビジネスを数字からマネジメン
トすることがファイナンスであることを伝え、財務３表の意義と数字の読み方をなどを解説。

（今回はコロナウイルスの影響により催行中止。写真は前回実施のもの）

・1 月 13 日 広尾学園 11 名及び一般高校生 15 名の合同実施：「プレゼンピッチ特訓」７時間
　全員がビジネスプランをプレゼンテーション、メンターがそれぞれにフィードバック及びアドバイス

◎オンライン（ZOOM）によるフォローアップ、フィードバック、メンタリング
　DECA JAPAN では、集合型講義・ワークショップに加えて、オンラインでの個別対応を濃密なスケジュー
ルで実施。
1 月６日 10:00~11:00 チーム 4、1 月７日 16:00~17:00 チーム 2、1 月８日 20:00~21:00 チーム 3、
1 月10日 21:00~22:00 チーム 1、1 月19日 21:00~22:00、チーム E、1 月20日 9 :00~20:00 チーム D、
1 月21日 17:00~18:00 チーム 3、1 月21日 19:30~20:30 チーム B、1 月21日 21:00~22:00 チーム A、
1 月22日 20:00~21:00 チーム C、1 月23日 16:30~17:30 チーム 4、1 月23日 17:45~18:45 チーム 1、
1 月24日 16:00~17:00 チーム 2、2 月15日 ８:00~９:00 チーム 1、2 月15日 9 :15~10:15 チーム 2、
2 月15日 10:30~11:30 チーム 3、2 月15日 11:45~12:45 チーム 4

◎DECA JAPAN ビジネスプランコンテスト
・日時：2020 年 1 月 25 日（土）13:00 - 17:00　・会場：広尾学園中学校・高等学校
・参加校：麻布高等学校、アメリカンスクールインジャパン、海城高等学校、加藤学園 暁秀高等学校、ぐんま
国際アカデミー高等部、国際基督教大学高等学校、駒場東邦高等学校、栄東高等学校、成城学園高等学校、東
京学芸大学附属高等学校、豊島岡女子学園高等学校、広尾学園高等学校、武蔵高等学校、代々木高等学校、立
命館宇治高等学校、Loohcs 高等学院
・発表時間：７分　・質疑応答：５分　・発表スタイル：英語　・審査員：学外専門家４名
・発表されたビジネスプラン
1  訪日観光客の一極集中による混雑と環境悪化を防ぐ、リアルタイムの穴場観光ルート作成とマナー案内アプリ
2 ドリンク代を節約し環境資源のムダを省く、マイボトル専用自販機サーバー
3 先生の教えるスキルを上げる、生徒が先生を評価するリアルタイム双方向 SNS
4 歩きスマホを禁止するのではなく安全に行うための、歩きスマホ専用レーン
5 ペットを持ちたいのに時間と場所がない人向けの、犬専用 24 時間ケア付きホーム
6 髪を乾かす間は何もできないという問題を解決する、ハンズフリードライヤー
7 眼鏡をかけると目が小さく見えるコンプレックスを解消する、低価格の超薄型レンズ眼鏡
8 高齢者の運動不足による認知症を予防する、外出が楽しくなる図鑑 AI アプリ
9 病院に行く時間がないが自分に合う薬が分からない人向けの、症状や体質に合った OTC 薬提案アプリ
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・12 月 22 日 広尾学園 11 名、1 月 12 日 一般高校生 15 名：「プロダクトフィット」７時間
　マーケティング、プロダクト、テクノロジー、ファイナンス、エグゼクティブサマリー、プレゼンテーション
について
※ファイナンスについては、有限責任あずさ監査法人が、別途「起業力教室」を企画　3.5 時間
　公認会計士など 30 名のスタッフがメンターにつく万全のサポートのもと、ビジネスを数字からマネジメン
トすることがファイナンスであることを伝え、財務３表の意義と数字の読み方をなどを解説。

（今回はコロナウイルスの影響により催行中止。写真は前回実施のもの）

・1 月 13 日 広尾学園 11 名及び一般高校生 15 名の合同実施：「プレゼンピッチ特訓」７時間
　全員がビジネスプランをプレゼンテーション、メンターがそれぞれにフィードバック及びアドバイス

◎オンライン（ZOOM）によるフォローアップ、フィードバック、メンタリング
　DECA JAPAN では、集合型講義・ワークショップに加えて、オンラインでの個別対応を濃密なスケジュー
ルで実施。
1 月６日 10:00~11:00 チーム 4、1 月７日 16:00~17:00 チーム 2、1 月８日 20:00~21:00 チーム 3、
1 月10日 21:00~22:00 チーム 1、1 月19日 21:00~22:00、チーム E、1 月20日 9 :00~20:00 チーム D、
1 月21日 17:00~18:00 チーム 3、1 月21日 19:30~20:30 チーム B、1 月21日 21:00~22:00 チーム A、
1 月22日 20:00~21:00 チーム C、1 月23日 16:30~17:30 チーム 4、1 月23日 17:45~18:45 チーム 1、
1 月24日 16:00~17:00 チーム 2、2 月15日 ８:00~９:00 チーム 1、2 月15日 9 :15~10:15 チーム 2、
2 月15日 10:30~11:30 チーム 3、2 月15日 11:45~12:45 チーム 4

◎DECA JAPAN ビジネスプランコンテスト
・日時：2020 年 1 月 25 日（土）13:00 - 17:00　・会場：広尾学園中学校・高等学校
・参加校：麻布高等学校、アメリカンスクールインジャパン、海城高等学校、加藤学園 暁秀高等学校、ぐんま
国際アカデミー高等部、国際基督教大学高等学校、駒場東邦高等学校、栄東高等学校、成城学園高等学校、東
京学芸大学附属高等学校、豊島岡女子学園高等学校、広尾学園高等学校、武蔵高等学校、代々木高等学校、立
命館宇治高等学校、Loohcs 高等学院
・発表時間：７分　・質疑応答：５分　・発表スタイル：英語　・審査員：学外専門家４名
・発表されたビジネスプラン
1  訪日観光客の一極集中による混雑と環境悪化を防ぐ、リアルタイムの穴場観光ルート作成とマナー案内アプリ
2 ドリンク代を節約し環境資源のムダを省く、マイボトル専用自販機サーバー
3 先生の教えるスキルを上げる、生徒が先生を評価するリアルタイム双方向 SNS
4 歩きスマホを禁止するのではなく安全に行うための、歩きスマホ専用レーン
5 ペットを持ちたいのに時間と場所がない人向けの、犬専用 24 時間ケア付きホーム
6 髪を乾かす間は何もできないという問題を解決する、ハンズフリードライヤー
7 眼鏡をかけると目が小さく見えるコンプレックスを解消する、低価格の超薄型レンズ眼鏡
8 高齢者の運動不足による認知症を予防する、外出が楽しくなる図鑑 AI アプリ
9 病院に行く時間がないが自分に合う薬が分からない人向けの、症状や体質に合った OTC 薬提案アプリ

・1 月 13 日 広尾学園 11 名及び一般高校生 15 名の合同実施：「プレゼンピッチ特訓」７時間
　全員がビジネスプランをプレゼンテーション、メンターがそれぞれにフィードバック及びアドバイス

◎オンライン（ZOOM）によるフォローアップ、フィードバック、メンタリング
　DECA JAPAN では、集合型講義・ワークショップに加えて、オンラインでの個別対応を濃密なスケジュー
ルで実施。
1 月６日 10:00~11:00 チーム 4、1 月７日 16:00~17:00 チーム 2、1 月８日 20:00~21:00 チーム 3、
1 月10日 21:00~22:00 チーム 1、1 月19日 21:00~22:00、チーム E、1 月20日 9 :00~20:00 チーム D、
1 月21日 17:00~18:00 チーム 3、1 月21日 19:30~20:30 チーム B、1 月21日 21:00~22:00 チーム A、
1 月22日 20:00~21:00 チーム C、1 月23日 16:30~17:30 チーム 4、1 月23日 17:45~18:45 チーム 1、
1 月24日 16:00~17:00 チーム 2、2 月15日 ８:00~９:00 チーム 1、2 月15日 9 :15~10:15 チーム 2、
2 月15日 10:30~11:30 チーム 3、2 月15日 11:45~12:45 チーム 4

8 実践の結果を踏まえた考察
・ビジネスやアントレプレナーシップにグローバルな視点で取り組むとき、他者理解は欠かせない要素になる。
今回の実践においても、サイエンスや数学分野における学術を目的とした研究に取り組んできた生徒たちが、
消費者はもちろんのこと、他国の文化や習慣、法律や社会制度など、多様な知見を求め、関わるステークホル
ダーそれぞれの立場に立って思いを巡らすようになっていった。このように、文理融合・教科横断的な学びが
他者を意識した取り組みの中から自然発生していく過程に触れられたことは、今回の実践において最も大きな
収穫であり、生徒たちに心からの感謝を伝えたい。
・DECA ICDC までの準備期間が 2 ヶ月弱（米国をはじめとした他国の高校生は DECA のプログラムを 1-3
年間学んだ状態での参加）だったことを考えると、日本の教育を受けた生徒たちには、ビジネスに関わる領域
を学び、ソーシャルイノベーションにつなげることができる意欲も力も十分にあるといえる。そして、これら
の成果はカピオンエデュケーションズをはじめとした学外機関のみなさまのご尽力によるところが大きい。こ
れからも、生徒たちが多様で専門的な学びの機会を受けられる環境を提供し続けていきたい。
・米国視察の事例でも、本校の実践でも、生徒一人一台の ICT 環境は必要不可欠な要素であった。深く掘り下
げた調査や生徒たちが知識や考え方を共有しながらプランを作成できたことはもとより、DECA JAPAN での
専門家によるオンラインフォローアップ、フィードバック、メンタリングは非常に効果的であった。また、学
校を越えたチーム編成も可能となり、多様なメンバーによる協働を生み出すことができた。今後、国内でも構
築されるであろう教育エコシステムにおいては、学校と学校、学校と大学、学校と企業、学校と地域といった
マクロな視点だけでなく、個と個が安全かつ有機的に繋がるプラットフォームとしての機能が求められると感
じた。

◎DECA JAPAN ビジネスプランコンテスト
・日時：2020 年 1 月 25 日（土）13:00 - 17:00　・会場：広尾学園中学校・高等学校
・参加校：麻布高等学校、アメリカンスクールインジャパン、海城高等学校、加藤学園 暁秀高等学校、ぐんま
国際アカデミー高等部、国際基督教大学高等学校、駒場東邦高等学校、栄東高等学校、成城学園高等学校、東
京学芸大学附属高等学校、豊島岡女子学園高等学校、広尾学園高等学校、武蔵高等学校、代々木高等学校、立
命館宇治高等学校、Loohcs 高等学院
・発表時間：７分　・質疑応答：５分　・発表スタイル：英語　・審査員：学外専門家４名
・発表されたビジネスプラン
1  訪日観光客の一極集中による混雑と環境悪化を防ぐ、リアルタイムの穴場観光ルート作成とマナー案内アプリ
2 ドリンク代を節約し環境資源のムダを省く、マイボトル専用自販機サーバー
3 先生の教えるスキルを上げる、生徒が先生を評価するリアルタイム双方向 SNS
4 歩きスマホを禁止するのではなく安全に行うための、歩きスマホ専用レーン
5 ペットを持ちたいのに時間と場所がない人向けの、犬専用 24 時間ケア付きホーム
6 髪を乾かす間は何もできないという問題を解決する、ハンズフリードライヤー
7 眼鏡をかけると目が小さく見えるコンプレックスを解消する、低価格の超薄型レンズ眼鏡
8 高齢者の運動不足による認知症を予防する、外出が楽しくなる図鑑 AI アプリ
9 病院に行く時間がないが自分に合う薬が分からない人向けの、症状や体質に合った OTC 薬提案アプリ
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