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OVAL JAPAN 代表

上智大学総合グローバル学部 4年

林 来儀

2020年は世界が新型コロナウイルスに翻弄された一年だと言える。

新型コロナウイルスは、グローバル政治、経済、社会、文化など、あらゆる側面に多大な影響
を及ぼしている。この問題を解決し、危機を乗り越えるためには、国際社会の緊密な協力が必要
だ。

しかしながら、現実に目を向けると、国レベルでリーダーシップを発揮して、協力しようとす
る動きはほとんど見えてこない。各国は国境を封鎖し、協力する態度を示すよりも自国中心的な
措置を取り、グローバル経済を萎縮させた。特に、このパンデミックをめぐって、米中を初め、
各国の責任転嫁は国際社会を更なる混乱へと向かわせた。これらの閉鎖的で独断的な対応は、結
果として、脱グローバル化の流行、閉鎖的国家主義の氾濫、国際ガバナンスへの渇求を招いた。
この国際社会の混沌の中で生きる人々は、かつてない不安と葛藤に苦しんでいるに違いない。

この激動の時代に生きる我々OVALは、存続のためにも、ビジョンを実現するためにも、必死に
もがかなければならない。毎年、国際イベントを開催してきた我々にとって、パンデミックは壊
滅的な影響を与えた。国境を超えた交流は疎か、近い友人と会うことすら制限される中で、この
団体の存在価値をいかに証明できるだろうか。

コロナ禍で制限されるものは確かにたくさんある。しかし、このパンデミックは我々に新種の
安全保障上の脅威を認識させると同時に、問題解決には閉鎖と独断より開放と協力がより効果的
だということを改めて悟らせた。分断を肌で感じているからこそ、OVALの存在意義は高まり、東
アジアを繋ぎ止めたい気持ちはかつてないほど昂った。また、同じ苦しみを抱えている分、他国
の人々とより密接につながっているという実感を湧かせる契機にもなった。

過去の一年間、我々は活動フィールドをオンラインに素早く転換し、三ヶ国で調整しながら国
内の英語ビジコンや日中韓の国際ビジコンを見事成功させた。無事開催できたのは、OVALのスタ
ッフと参加者、そして何よりもOVALに関わってくださった社会人の皆様のお力添えに他ならない。
また、新歓活動を通じて、新たな優秀なメンバーを吸収し、受け継がれるOVALの伝統を次の世代
にも伝えた。

我々は皆、影響力が小さく、この状況では学校にさえいけない立場の弱い学生だ。たとえでき
ることが有限だったとしても、我々が生まれ育ったこの東アジアを守り、さらに、複雑怪奇な国
際社会を冷静に見据え、リードしていける人材を輩出する。この志は、何があろうと変わること
はない。

我々OVALにとって、団体の価値が霞んで見える今こそ、一番諦めてはいけない時期であり、声
が掠れるからこそ、さらに叫ぶべき時期であり、暗闇の現実だからこそ、一番光を放つことがで
きる時期である。この組織は今後とも足を緩めることなく、ビジョン達成のために前へ邁進する。

代表あいさつ
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学生団体OVALのミッション・沿革

OVALは私たちのビジョンである「Our Vision for Asian Leadership」の頭文字をとって名づ

けられた団体です。弊団体は日本、中国、韓国に拠点を置き、「東アジア発のグローバルリー

ダーの輩出」を目指す大学生のみで構成されています。東アジア地域の一員として、国際社会

の平和推進、経済的発展に貢献すべく、学生たちに国を超えた協働・共創体験を提供すること

をミッションとしております。

弊団体はこのミッションを実行するため、議論のフィールドをビジネスに限定し、また優勝

を目指して競い合うコンテストという形でイベントを開催しています。ビジネスという比較的

中立的なテーマを設定することで歴史観の齟齬や政治的な話題など、3カ国間の障壁となって

いる要素を極力排除した議論を可能にします。また、優劣を客観的につけることができること

からコンテストという形をとることができ、単なる譲歩的・平和的な議論のみならず、優勝を

目指してお互いに本気で議論をぶつけあう環境を作り出しています。これらによって、参加者

はお互い抱いているステレオタイプや文化の違いを乗り越え、人間同士として、深い相互理解

を得て、本当の意味での国際的視野を獲得することができます。

また、OVALのネットワークは将来の東アジアの発展を担うコミュニティとして魅力的なプ

ラット フォームになりつつあります。10日間本気でぶつかりあった仲間との関係は、コンテ

スト終了後もSNS などのコミュニティを通じて続いており、過去の大会参加者やスタッフも交

えた同窓会も開催されて います。このネットワークは過去17年を経て6000人近くなり、団体

ベース、個人ベースでの日中韓交流が今も継続しております。

〜Our Mission〜

「東アジア発のグローバルリーダーの輩出」

〜沿革〜

2003. 12 「OVAL実行委員会」が日本にて発足

2004. 4 OVAL CHINAが中国にて発足

2004. 6 OVAL KOREAが韓国にて発足

2005. 2 「第一回学生のためのビジネスコンテスト OVAL」が東京にて開催

2005. 8 OVAL International Business Contest Beijing 2005 開催

2006. 2 OVAL IBC Seoul 2006 開催

2006. 8 OVAL IBC Tokyo 2006 開催

2007. 2 Staff Exchange Program in Koreaを初開催

2008. 8 OVAL IBC Seoul-Tokyo 2008 開催（韓国と日本での同時開催）

2009. 2 OVAL SEP in Jeju Islands 2009 開催

…… 

2019. 2 The 13th OVAL SEP Seoul 2019 開催

2019. 8 The 17th OVAL IBC Beijing 2019 開催

2020. 2 OVAL SEP Tokyo 2020 新型コロナウイルスにより開催中止

2020. 8 OVAL JAPAN Youth Entrepreneur Challenge 開催

2021. 2 The 18th OVAL Online IBC, OVAL International Culture and Business Challenge 開催

2021. 8 19th OVAL IBC Seoul 2021 開催予定
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年間カレンダー

2020年

2月

4月

7月

8月

9月

10月

12月

2021年

1月

2月

The 14th Staff Exchange Program Tokyo 開催中止

オンライン春期スタッフ新歓

スタッフ勉強会

feat. 博報堂ブランド・イノベーションデザイン

日中韓全体ミーティング

Youth  Entrepreneur Challenge

*史上初国内オンライン英語ビジネスコンテスト

総務選挙

スタッフ勉強会

feat. PwC

秋期スタッフ新歓

参加者選抜国内選考会

スタッフ勉強会

feat. Leading Mark

第一回参加者勉強会

feat. 株式会社LIFULL

第二回参加者勉強会

feat. PwCコンサルティング合同会社

PreOIBC

International Culture and Business Contest, 

The 18th Online IBC開催

総務選挙



ABOUT CONTEST

コンテストについての諸報告
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大会概要・スケジュール

概要

OVALはミッション実現のために、約200人の学生が関わる、IBC(International Business 

Contest)という、東アジア最大規模の国際ビジネスコンテストを開催してきました。これ

まで17年間、3カ国のトップレベルの大学生を集め、毎夏に約10日間日本・中国・韓国のい

ずれかの国でコンテストを行っています。

昨夏は新型コロナウイルスの影響により、開催は余儀なく中止とされました。その後、

急遽日中韓全体ミーティングを開催しました。コロナに負けず、大学生に国境をこえた協

働体験を提供したいという共通の思いで、ICBC (International Culture and Business 

Challenge)という名称の国際交流イベントを開催することが決定しました。また、外部の

参加者を招いたビジネスコンテストを開催したいというOVAL JAPANの要望を踏まえ、

ICBCの中で、OIBC (Online International Business Contest) がという、OVAL史上初の

オンライン国際ビジネスコンテストを開催しました。参加者の人数も、例年通りの30人で

はなく、各国20人と規模を縮小しました。オンラインへの変更にも関わらず、参加者・協

力企業の皆様・OVALスタッフから、満足したとの声が想像以上にたくさん届きました。ま

た、実施日数も4日に短縮してコンテストを行いました。

スケジュール

参加者募集
11月〜

SNSやウェブサイトなどを通
して学生にコンテストの広報
活動を行いました。また、イ
ンスタライブによる説明会な
ど、新たな試しにも挑戦しま

した。

参加者選抜
12月

3カ国それぞれで国内選考会
が行われました。

OVAL JAPANでは、コンテス
トに応募した学生をスタッフ
が書類審査・面接試験などを

通して選抜しました。

勉強会・PreOIBC
1・2月

社会人講師の方をお招きし、
日本からの参加者にビジネス
プランの作成の基礎などにつ
いて、セミナーを開催しまし
た。また、模擬ビジネスコン

テストも実施しました。

ICBC・OIBC開催
2月

３カ国の学生が1人ずつのチー
ムを組んでもらい、ケースト
ピックについてビジネスプラ
ンを作成してもらいました。
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大会参加者募集の概要

国内選考会当日の約１ヶ月前より、参加者募集のための宣伝活動を開始しました。

今回は例年とは異なり、TwitterやInstagramといったSNSが主な宣伝手段となりまし

た。全面オンライン開催ゆえに居住地の制約を受けない強みを生かし、関東圏にとど

まらず全国各地の大学に通う学生の関心を引くことを目指しました。

また、初めての試みとして、Instagramのライブ配信を利用した説明会を実施し、多

くの参加者を集めました。（なお、インスタライブの利点としては、大学生間で認知

度が高いため多くの学生の目に留まる可能性が見込めることや、、zoomなどよりも匿

名性が高くかつ気軽に参加しやすいこと、などが挙げられます。）さらに、SNS広報

と並行してOVALスタッフが積極的に知り合いへの紹介などを行いました。

↑ OVAL JAPANのSNS
（左上：Twitter、右下：Instagram）

←Instagramライブ配信機能
による説明会
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日程 2020年12月13日

場所 オンライン（Zoom）

選抜人数 20人

内容 個人面接（日本語＋英語）、
グループ面接（英語・個人面接通過者のみ）

概要

当日の様子

午前中は日本語と英語による個人面接、午後は個人面接通過者が少人数のグ
ループに分かれ、英語によるグループディスカッションを行いました。英語
力・ビジネスへの興味・課題解決力・論理性などを問うこのオンライン上での
国内選考会には、50名を超える応募がありました。Case局の事前に用意した基
準に基づいて、OVALスタッフが参加者を評価し、応募者の約50人から、OIBC
に参加する20名が決定されました。

大会参加者選抜：国内選考会
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大会事前イベント：勉強会

2021年1月13日（水） 18:00-20:00

オンライン（Zoom）

株式会社LIFULL様の新卒採用担当の湯澤様と新規事業担当の新田様をお招きし、
ビジネスプランを練る際の課題発見とそのブラッシュアップのノウハウをご教授
いただきました。

当日はLIFULL様の新規事業提案制度「SWITCH」の事業プランのブラッシュア
ップのフレームを特別に使用させていただきながら進行しました。インプットと
してレクチャーをしていただいただけでなく、参加者同士で意見を交換したり一
緒に考える機会も設けられました。最後には湯澤様と新田様のお二人からフィー
ドバックをいただくこともでき、とてもアクティブな勉強会となりました。

コロナ禍で参加者のビジネス知識のインプットや参加者同士の親睦を深める機
会が少ないことが懸念されていましたが安心してスタートダッシュを切ることが
できました。

2021年2月8日（月）16:30-19:30

オンライン（Zoom）

OIBC参加者向け勉強会の第二回目としてPwCあらた有限責任監査法人 / PwCコ
ンサルティング合同会社様と勉強会を開催いたしました。

当日は各5人のグループに分かれて「日本でキャッシュレス決済を普及させるた
めには」をテーマに新しいキャッシュレス決済サービスについてビジネスプランを
作成しました。グループディスカッションではPwCの方々から議論の進め方のアド
バイス、後半の発表の際にはPwCコンサルティング合同会社岡田康夫様より各グル
ープに作成したビジネスプランに対する的確なフィードバックがありました。限ら
れた時間の中でのビジネスプランの作成となりましたが、開催後の参加者アンケー
トからはPwC様からのフィードバックが非常に勉強になったという声が多く見受け
られました。

第一回参加者勉強会（株式会社LIFULL様）

第二回参加者勉強会（PwCコンサルティング合同会社様）

日程

場所

内容

日程

場所

内容

日本代表としてのOIBC参加者を対象に、ビジネスプラン作成に関する知識の向上、コンテスト当

日のパフォーマンス向上を目的に、社会人講師によるセミナーを開催しました。例年とは異なり、

今年は社会状況に適応して初のオンライン勉強会を実施しました。
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大会事前イベント：Pre OIBC

2月13日（土） 10:00~19:00
2月14日（日） 10:00~19:40

オンライン（Lark）

本番のコンテスト（OIBC）に向けた、日本代表の参加者によるミニ
ビジネスコンテストです。Pre OIBCでの模擬体験・練習を通して、
参加者が本番のOIBCでより有意義なプランニングを行い、より良い
ビジネスプランを立てられるようになることを目的としています。

1日目 ビジネスプランニング、 コンサルティング
2日目 ビジネスプランニング、ビジネスレポート提出、

プレゼン&講評

日程

場所

開催意図

内容

当日の様子

毎年行なっている「PreOVAL」を、今年からは新たに「PreOIBC」と名称を変更して行いまし
た。今回は「Make a business plan in sharing economy industry.（シェアリングエコノミーの新
規事業創出）」をテーマにビジネスコンテストを行いました。勉強会などで学んだことを活かし
つつ、活発な議論がなされました。プランニングとはどういうものなのかを実際に体験してもら
うことが目的であり、本番より与えられた時間も短いため、使用言語は本番で要求される英語で
はなく、日本語でした。

プランニング中、参加者の多くがビジネスモデルや予測財務諸表の作成に苦労しておりました
が、社会人の方からのフィードバックや参加者の高い集中力のおかげで、短い時間にもかかわら
ず、完成度の高いビジネスプランが完成しました。

この二日間のPre OIBCを通して、参加者同士、距離を縮め、また日本の代表として本番に臨む
という一体感を持っているかのように感じられました。

↑ 例年オフライン開催時の様子
← オンラインプレゼンテーションの様子
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本大会概要：タイムテーブル

OIBC
(Online International Business 

Contest)

日程

場所

イベント対象

内容

ICBC
(International Culture and 

Business Challenge)

2021年2月17~20日

オンライン（Lark）

OVAL外部からの参加者

1日目 開会式、プランニング
2日目 プランニング、

コンサルティング
3日目 プランニング
4日目 発表、閉会式

2021年2月17~21日

オンライン（Lark）

OVALスタッフ

1日目 OIBC運営：開会式、
セクションミーティング（SM）

2日目 SM、文化交流、
OIBC運営：コンサルティング

3日目 SM、文化交流
4日目 OIBC運営：発表・閉会式
5日目 SM、エンティングパーティ

スケジュール
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本大会概要：ケーストピック

Make an online business plan about services or products that seniors specifically can use.

（シニア世代がターゲットのサービス又は商品を提供するオンラインビジネスを考えてくだ

さい。）

・ “ online business（オンラインビジネス）”

企業から消費者までの流通経路に必ずオンラインの工程が含まれている事。ただし、オフ

ラインの工程が含まれているオンラインとオフラインの統合ビジネスでもよい。

例）オンラインで注文し、店頭で受け取るビジネス形態など。

・“senior（シニア）”

65歳以上の男女

・ターゲット

今回の場合、購入者（実際にお金を支払う人）は限定しない。しかし、サービスや商品の

利用者はシニアに特化している事。シニア以外が使えるサービスや商品でも、特に65歳以上

の男女に優位である必要がある。

近年、1. 医療の進歩と衛生環境の改善による死亡率の低下 2. 生活水準の改善などによる平

均寿命の延長により、特に先進工業国で「高齢化」が顕著になっている。2018年には60歳以

上の人が1980年の2倍以上にまで急増し、9億6200万人に達した。そして、2050年には60歳

以上の人口は15歳以下を上回るといわれている。日本、韓国、中国の少子高齢化は世界の中

でも特に深刻で、2035年には3か国とも「超高齢社会」になると予想されている。

よって、高齢者が必要とするテクノロジーや商品、サービスが求められ、シニアをターゲ

ットとした市場は拡大する。中国の国家統計局は2020年までに、市場規模が約5億7000万元

に達すると予想。みずほ銀行でも日本の「シニア市場」は、2025年までに10兆13億円に達す

ると見込まれ、韓国の国家統計でも125兆ウォンに達するといわれている。

AI看護やIoTによる生活を支えるビジネス可能性は幅広く、世界でも注目されている。

（2020 OIBC casebookから一部抜粋）

ケーストピック

定義

背景
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優勝・準優勝ビジネスプラン

優勝プラン

“Foodecine”

― データ分析を多用した身体的精神的健康を促進させるビジネス ー

シニア世代の健康的な食生活へのニーズと孤独に対する不安に応えるビジネスプランです。

日中韓で共通した健康志向の上昇に着目し、身体的な健康管理を介して家族や同年代の人々と

のコミュニティー作りを提案し、「孤独」の課題にも取り組みました。食事の好みをアプリに

取り込み、さらに効果的に健康を維持改善するためにDNA鑑定を行うことでデータに基づいた

好みの食事を提案するという斬新なアイデアが評価されました。

準優勝プラン

“Fluffy”

ー 韓国で成長を見せるシニア市場とペット市場を結び付けたビジネス ー

ペットを飼う人の増加とともに増えたペットシッターの需要とシニアの雇用創出に着目したビ

ジネスプランです。シニアの課題の一つである社会参加をペットシッターを行うことで解決す

るほか、韓国の65歳以上のシニアの20%が一人暮らしである事実からメンタルヘルスのニーズ

にも応えました。ペットシッターとして登録するための講座や動物病院の情報などシニアと飼

い主双方がペットを一番に考えるプランが社会的利益につながることが評価されました。

審査員からの総評

短い期間かつオンラインでビジネスプランを話し合い、考えた参加者をまず称賛したいです。

多くのチームが社会的課題を発見し、ユニークなビジョンやゴールを考えていました。今後さ

らに実現可能なビジネスを考えるためのアドバイスとして「消費者がワクワクするコンセプト

なのか」という視点を忘れずにいて欲しいです。（一部抜粋）
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本大会各日程の様子

社会人コンサルタントによるコンサルティングが行われ、各チームとも作成
途上のビジネスプランにブラッシュアップをかけました。コンサルティング後
のインタビューでは、概ね満足しているとの回答をいただきましたが、中には
コンサルタントと話し足りないと感じている方もいらっしゃいました。

また、参加者がプランニングをしている間、その裏ではOVALスタッフによ
るCultural Studyの１日目が開催されていました。参加を希望したスタッフた
ちは日中韓混合の小グループに分かれ、自国の食べ物と流行のファッションに
関する文化を紹介し合いました。

Day 2

Day 1 オープニングセレモニーで開会宣言が行われた後、チームごとに分かれて
アイスブレイクをしました。チームメイトと打ち解けてからは早速プランニ
ングに入りました。オンライン上で海外の学生と議論することに多少不安を
覚えている参加者の方もいらっしゃいましたが、Day1終了時点でほぼ順応し
ている様子が窺えました。
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本大会各日程の様子

３日間かけて作り上げたビジネスプランを発表する時間がやってきました。セ
ミファイナルプレゼンテーションで全20チームが２つのブロックに分かれ、それ
ぞれのビジネスプランを披露しました。各ブロックの上位２チームがファイナル
プレゼンテーションへと進出し、全参加者・スタッフの前でプレゼンを行いまし
た。途中Larkのシステムトラブルに伴い中断を余儀なくされましたが、それでも
４チームとも素晴らしいパフォーマンスを発揮できていました。決勝戦終了後に
はエンディングセレモニーが行われ、OIBCの全日程が終了しました。

Day 4

Day 3 各チームとも、前日のコンサルティングにおけるアドバイスをもとに、これま
で組み立ててきたビジネスプランの練り直しを行いました。これまでのプランに
多少の修正を加えて細部を詰めていくチームもあれば、大幅な見直しを試みるチ
ームも見られました。

また、Day2に引き続き、有志のOVALスタッフはCultural Studyの２日目に参加
していました。各スタッフは自国のキャンパスライフと祝日の文化についてプレ
ゼンをしたり、他国スタッフのプレゼンに質問をしたりして大いに盛り上がりま
した。
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本大会各日程の様子

OIBCの裏で各局が並行して進めていたセクションミーティング（３カ国のスタ
ッフが局ごとに集まって行う会議）が大詰めとなり、次回の今年の夏開催予定の
IBCのルールを定めるコントラクトを完成させました。エンディングパーティー
では日中韓のポップカルチャーを取り入れた種々のレクリエーションを楽しみ、
大盛況のうちにICBCは幕を下ろしました。

Day 5
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優勝者へのインタビュー（日本人参加者）

1.  国内のビジネスコンテストではなく、なぜOVAL主催のIBCに出場しようと
決意されたのですか？

一番大きかった理由は英語で行われていることです。OIBCに出場し、ビジネスアイデアを
グループにて英語を用いて練ることによって、英語力とビジネス力の両方を同時に磨くこと
ができることに魅力を感じました。

2. IBCに参加して、得られたことは何ですか。また、この経験は今後の自分の
人生にどのように活用できると思いますか。

得られたものは、「人脈」です。個人的な話にはなりますが、大会出場後、審査員の方と
連絡が取れるようになり、今ではメンターとしてお世話になっています。この出会いもOIBC
に出場していなければなかったことなので、とても感謝しています。

3.来年参加する方の為に、IBCへ参加する前に準備しておくべきことはありま
すか。

主に2つあります。
1つ目は、社会情勢に常にアンテナを張ることです。社会に関する知識があれば、どのような
トピックにも対応できるアイデアの基盤ができると思います。
2つ目は、多くのビジネス書籍を読むことです。様々な経営者や著名人の成功体験を本を通し
て学ぶことによって、自分自身の教養も養えると考えます。

——本年度の大会で決勝に出場された山本さんにお話を聞かせていただきました。

山本 大貴さん

上智大学 国際教養学部 1年
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財務報告

*Transfer Wise(https://wise.com/jp/send-money/)使用のため、海外送金手数料なし。

項目

OVAL JAPAN負担金

OVAL CHINA負担金

OVAL KOREA負担金

収入合計

金額（JPY）

100,000

25,000

25,000

150,000

収入の部

項目

１位チーム賞金

２位チーム賞金

３位チーム賞金

収入合計

金額（JPY）

100,000

30,000

20,000

150,000

支出の部



OTHER EVENTS

その他の活動報告
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その他の活動

2020年2月13~14日

箱根

日程

場所

東京SEPが新型コロナウイルスの影響で中止になってしまったため、代わりに親睦

会を兼ねてOVAL JAPANのメンバーだけで一泊二日の冬合宿を行った。半年間かけて準

備してきた東京SEPの中止を受け士気が下がっていたが、この合宿を通して再度

「OVALの意義」について話し合い、このような状況下における東アジア発のリーダー

シップのあるべき姿について議論することができた。新型コロナウイルスの影響が日本

にも波及し始めたため、この合宿が20の代にとって最後の合宿になってしまったが、メ

ンバー同士の絆を深めることができ、大変有意義なものになりました。

スタッフ冬合宿

スタッフ勉強会（PwC）

2020年9月17日 18:00~21:00

オンライン（Zoom）

OVALスタッフの論理的思考力・ビジネスに関する知識の向上

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックが収まった後、
Zoomが利益を落とさないためにはどうすればよいか

日程

場所

開催意図

テーマ

PwCあらた有限責任監査法人/PwCコンサルティング合同会社様と初の勉強会を開

催いたしました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりオンライン開催になりま

したが、30名ほどのスタッフが参加しました。テーマに基づき、50分のグループディ

スカッションの時間が設けられました。その後各チームがプレゼンテーションを行い、

フィードバックを受けました。ときには核心をついた厳しい指摘が飛ぶこともありまし

たが、参加者一同、論理的思考力やプレゼンテーション力を鍛える上で大きな刺激を受

けることができました。また、グループワーク後の座談会では、就職活動の話など参考

になるお話も聞くことができました。
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その他の活動

2020年12月17日 20:00~22:00

オンライン（Zoom）

27名

日程

場所

定員

OVAL JAPANのスタッフに対して、OVALのミッション（理念）とそれの実現に関す

る講義をLeading Mark職員の奥田祐己様にグループワークを含めた講義をしていただ

きました。

団体のミッションの捉え方やそのミッションの実現方法を学ぶ内容でした。組織が何

をやり、どの方向に意思決定するのかはミッションが基準となるので構成員がそれを自

分なりに捉え 達成できたか随時評価していくことが重要であると、Leading Markや

OVALの理念を例示して教えていただきました。また、OGSMというフレームワークを

用いて、ミッションを目的、ゴール、戦略、評価に分断して考えることはミッションの

達成に繋がると教えていただきました。

最後に、グループワークでは各グループがOVALの理念である【Our Vision for Asian  

Leadership】をOGSMを用いて再考しました。スタッフがそれぞれのOVAL像を議論し

てOVALの未来について有意義な議論をすることができました。

奥田様はOVAL JAPANのOBでもあるため、OVALの理念をどのようにして追求してき

たのかというご自身の体験談も聞くことができました。これはOVAL20,21が考える

OVALの姿をより多面的なものにすることができました。この勉強会はOVALスタッフ

が団体の未来像を描き出すために効果的な勉強会でした。

スタッフ勉強会（リーディングマーク）
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その他の活動：YEC開催

概要

新型コロナウイルスにより、従来8月に行われる日中韓による国際ビジネスコン

テストの実施が中止となりました。その代わり、OVAL JAPANが国内オンライン英

語ビジネスコンテストYEC（Youth Entrepreneur Challenge）を開催しました。コ

ロナに負けず、国内のビジネス・英語に興味がある学生たちに英語を使った共同体

験を提供することを目的としています。

スケジュール

参加者募集
7月下旬

SNSやウェブサイトなどを通
して学生にコンテストの広報
活動を行いました。また、

Zoomを用いてオンライン上
で説明会を行いました。

参加者選抜
8月上旬

コンテストに応募した学生を
OVAL JAPANスタッフが書類
審査・面接試験を通して選抜

しました。

ビジネス
インプット資料配布

9月上旬

例年、参加者向けのビジネスに関
する勉強会を開催してきたが、新
型コロナウイルスの影響により、
代わりにビジネスインプット資料

の作成・配布を行いました。

YEC開催
9月18~20日

留学生や海外大学生を含む
33名の参加者を3人1組のチー
ムに振り分け、ビジネスプラ
ンを作成していただき、コン

テストを開催しました。



24

YEC概要

2020年9月18~20日

オンライン（Zoom）

1日目：開会式、プランニング
2日目：プランニング、

コンサルティング
3日目：プランニング、プレゼ
ンテーション、閉会式

日程

場所

内容

スケジュール

Make a business plan using gamification to solve problems in education.

(ゲーミフィケーション＊を利用して教育における課題を解決するビジネスプランを

立てる)

＊ゲーミフィケーション（英：gamification）：ゲームデザイン要素やゲームの原理

をゲーム以外の物事に応用すること。

ケーストピック

背景

近年、日中韓において教育に対する関心が高まりつつあります。要因としては、

少子化による子供一人当たりへの教育費の増加や、教育の手法が伝統的なものから

変化せず硬直していることへの批判などが挙げられます。

このような関心の高まりを受け、教育界は現在目覚ましい成長を遂げるIT技術を活

用し、タブレットやAIを活用した教育を行っています。教育の手法は新しいテクノロ

ジーを取り入れる方向へ大きくシフトしようとしています。

一方、ゲーミフィケーションは、ITを現実世界とリンクさせる手法の一つであり、

さまざまな分野への応用が期待されています。このように、大きく変容しようとし

ている教育分野と、現在注目を浴びる問題手法であるゲーミフィケーションを組み

合わせることで、学生たちに魅力的なビジネスアイデアを創出してもらいたいと考

え、今回のケーストピックに設定しました。
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YEC優勝・準優勝プラン紹介

“CurioCity”
ー日中韓の子供に安全・安心な暮らしのための教育をー

優勝プラン

ゲーミフィケーションを用いて「交通安全」「サイバーセキュリティ」「暴力・虐

待」についての教育を包括的なコンテンツで提供する、アジア初のサービスです。日中

韓の大学入試競争の過熱により、受験勉強のみが重要視され、本来生活において重要な

これらの事項についての教育が手薄になっているという問題に対するソリューションを

提供しています。

具体的には、これらをテーマにした３つの街を舞台にキャラクターの育成をすること

で、楽しみながら学べるようになっています。ユーザーは、レクチャーやクイズを通じ

てポイントを獲得し、キャラクターの装飾品を購入します。１つの街をクリアすると別

の街へ行くことが可能になり、３つの街をすべてクリアすれば大会に参加できます。

ビジネスモデルは学校・家庭からのサブスクリプション(15ドル/月)で、6〜15歳の子

供をターゲットとしています。将来的には、タイなどのアジア地域への展開を視野に入

れています。アイデアの独自性や、インターネットを使う子供の増加など時流に乗る分

析力が評価され、優勝となりました。
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YEC優勝・準優勝プラン紹介

“Cleaning Dojo”
ー日々の掃除をもっと楽しくー

準優勝＆オルトプラス特別賞プラン

「リモートワークで汚い部屋を晒したくない」などの理由により、コロナ禍において

家庭内で最も増えている習慣が掃除です。一方、多くの若者が掃除へのモチベーション

の低さや掃除の仕方がわからないことが原因で、掃除を苦手としています。そこで、こ

のアプリは初めて一人暮らしをする20代をターゲットに、掃除の習慣を身につけるため

のソリューションを提供しています。掃除の順番や日々のタスクを可視化し、ポイント

制にすることで、ユーザーはあまりストレスを感じることなく掃除習慣を身につけるこ

とができます。

収入源はスポンサーとして想定する掃除用品会社からの収入、広告、クリーニングキ

ットのサブスクリプションです。掃除用品会社には、長期的顧客になりうる若者へのア

クセスを簡単に得られ、広告費を削減できるというメリットを提供しています。競合で

あるハウスクリーニングサービスには価格、家事トラッキングアプリには掃除初心者に

とっての使い勝手などで勝機を見出しています。着眼点やゲーミフィケーションとの相

性の良さが評価され、準優勝となりました。
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YEC各日程の様子

午前中は引き続き、プランニングを行いました。午後は社会人のコン
サルタントの方をお招きし、各チームのビジネスプランに対して、顧客
のターゲティングや収益化、既存サービスとの差別化などの観点からア
ドバイスをいただきました。その後はプランニングの続きを行い、ビジ
ネスプランを練り直しました。中には、コンサルティングで頂いたアド
バイスを元に、ビジネスプランの根本的な修正を図ったチームもありま
した。

Day 2

Day 1
参加者とOVAL JAPANスタッフ、そして審査員の方々がZoom上に集ま
り、オープニングセレモニーが執り行われました。その後はチームご
とに分かれ、アイスブレイクを行ったのち、ビジネスプランの作成に
取り掛かりました。

午前中のプランニングでは、各チームが自分たちのビジネスプラン
を完成させました。その後は昼休憩を挟み、準決勝戦が行われました。
11のチームが3つのブロックに分かれ、プレゼンテーションを行いまし
た。各ブロックで最も高い得点を獲得した1チームが決勝戦へと進出し、
決勝プレゼンテーションを行いました。3チームの中から優勝チームが
決定し、エンディングセレモニーで表彰されました。これをもち、全
てのプログラムが終了し、3日間にわたるハイレベルな闘いは幕を下ろ
しました。

Day 3
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YEC優勝者インタビュー

【Ms. Mako Kamata】

―YECに参加することを決めた理由を教えてください。

今年の九月に大学を卒業し、来年の4月から会社で働き始めるのですが、将来的
に日本のためになるビジネスができたらいいと思っていました。YECのテーマであ
る「英語×ビジネス」はずっと興味を持っていた分野だったので参加しました。

―コンテストを通じて得られたものを教えてください。

私は今まで、グループ活動の中でも自分だけで頑張ることが多かったです。中高
時代にチームワークが必要なオーケストラ部に所属していたとき、より前の席に座
るために自分だけが努力すればよいと思っていました。今回のビジネスコンテスト
で同じゴールをシェアする仲間の意見を盛り込んでアイデアを作る大切さを理解し
ました。誰でも自分のアイデアを一番良いと
思ってしまいがちですが、みんなの意見を合わせてみたら凄くいいものが出来上が
ります。み
んなが同じことを理解しているか、全員のアイデアが入っていたかなどを確認する
チームワー
クを学びました。

―コンテストを終えて、これから目指す方向/今後の目標は何ですか。

私は将来、起業家になりたいと思っています。9月上旬のYECの面接でも、お話
しましたが、
日本の産業をデジタル化しなければならないという使命を感じていました。その後、
起業家の方のセミナーに参加する機会があり、企業に入ってから起業を志すことが
遠回りであることに気づきました。「本当に起業家になりたいのなら、今から起業
をしなければならない?」そんな風に思いながらYECに参加しました。今後、日本
のブランドが外資に負けずに発展を遂げることを支援するサービスが作れたらいい
と思います。

―YECを一言で表すなら何ですか。

「巡りあわせ」であると思います。本当にチーム8が良いチームであると心の底
から思っていて、チームメンバーの二人に出会えてよかったと思っています。みん
ながお互いを尊重していたことで前に進むことが出来ましたし、相手のことをよく
考えられるメンバーに出会えて運がよかったと思います。
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YEC優勝者インタビュー

【Ms. Soyeon Baek 】

―YECに参加することを決めた理由を教えてください。

私は韓国人学生ですが、日本の大学に通っているのでOVAL JAPANがビジネスコ
ンテストを
開催していたことは知っていました。今回、コロナウイルスの影響によりオンライ
ン開催していることを知り、参加を決めました。

―コンテストを通じて得られたものを教えてください。

I could learn not only about business and marketing knowledge but also how 
to cooperate with others and how to archive the common goals we have. Since it 
was a short time, we had to finish our business plan on time. I also learned how 
to divide our tasks efficiently through this experience.

―コンテストを終えて、これから目指す方向/今後の目標は何ですか。

I wasn’t the type of person who wants to challenge things I haven’t 
experienced before.By doing this contest, I learn that by challenging myself, I 
can grow and develop myself.

Currently, I am still not sure where to work. By experiencing and challenging 
new things a lot, I want to cultivate my abilities and use the ability to influence 
society in the future.

―YECを一言で表すなら何ですか。

I would like to describe YEC as an “adventure”. Since all the way we got from 
thebeginning to the final was really hard, right? Those processes to achieve the 
goals and finish our tasks were one of the adventures. Also, we had a lot of 
obstacles, such as language problems and cultural differences. By adventuring, 
we could learn a lot. YEC was part of the adventure.
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YEC優勝者インタビュー

【Mr. Hiroki Michihata 】

―YECに参加することを決めた理由を教えてください。

偶然インスタグラムでYECを知ったことがきっかけでした。経営学専攻で将来的
に新しい事業を立ち上げることを考えているのでチャレンジしてみようと思いまし
た。

―コンテストを通じて得られたものを教えてください。

いかに自分の考えを的確に英語で表現できるか。特に今回は英語のビジネスコ
ンテストであったので与えられたフレームワークの使い方を考え、一人が出した形
がないアイデアを明確な形にしていく重要さを学ぶことが出来ました。

―コンテストを終えて、これから目指す方向/今後の目標は何ですか。

新型コロナウイルスの影響で在宅時間が長くなってから、就活や企業分析のオン
ラインコミュニティに入りました。それらを通して、商社やコンサルティングの企
業で新しく経営や事業に携わって活躍していきたいと思っています。長い目で見れ
ば、経営や事業に携わった経験を通過して、自分がアントレプレナーとして成功し
て時代の流れに乗っていくことが夢ではあります。

―YECを一言で表すなら何ですか。

「輪」であると思います。チームワークを通してそれぞれの強いところを出すこ
とが出来たのでまさに、「輪」と“Harmony”であったと思います。
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YEC参加者募集の概要

下記の手段を用いて、参加者募集の広報活動を行いました。

1.参加者説明会

新型コロナウイルスによる影響を受
け、今年度はオフラインではなく
Zoomを用いたオンライン説明会を3
回行いました。団体説明、YECの説明、
質問対応の順で行い、最後の質問対応
では応募者の不安を払拭するため、1
時間ほど時間を取り丁寧に対応しまし
た。

説明会参加者はのべ100人に上り、
50人程度をエントリーに繋げること
が出来ました。

2.SNS中心の広報

TwitterやInstagramなどのSNSを中心に広
報を行いました。それぞれYEC用のアカウ
ントを作り、多様なバックグラウンドを持
つ参加者を増やすために、日本語のみでは
なく英語、韓国語、中国語での発信をしま
した。さらにブログでは過去参加者やYEC
運営メンバーのインタビューなどを行い、
YECへの参加を促しました。

3.大学別広報

団体の在籍スタッフが多い東京大学、
慶應義塾大学、早稲田大学の学生を主
なターゲットとしてオンラインでYEC
の宣伝を行いました。

具体的にはOVALメンバーが所属する
他団体のLINEやFacebookのグループに
情報を流すことなどを通して、参加者
獲得につなげました。



SUPPORTER・
MEMBER

ご協力社会人・スタッフ紹介
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ご協力社会人紹介（五十音順）

岩佐 数音 様
博報堂

瀧崎 絵理香 様
博報堂

ボヴェ 啓吾 様
博報堂

劉 思妤 様
博報堂

今村 吉広 様
LIFULL

新田 周平 様
LIFULL

湯澤 範晃様
LIFULL

Hiroki Tsushima 様
PwC Japan

Kazuhiro Shoji 様
PwC Japan

Kensuke Kaneko 様
PwC Japan

Kota Ueda 様
PwC Japan

Yu Horikoshi 様
PwC Japan

Yuya Tanaka 様
PwC Japan

Yuzuno Suzuki 様
PwC Japan

スタッフ向け勉強会

今野 和彦 様
ビジネスコンサルタント

佐藤 匡 様
シグマライズ

嶋田 悟 様
エアロセンス

下垣 裕美子 様
snapask

宮田 大介 様
Altplus

李 路成 様
YJ キャピタル

岩佐 数音 様
博報堂

米田 隆 様
早稲田大学 上級研究員

古谷 美知子 様
A&I

柴田 誠 様
FINOLAB

今村 吉広 様
LIFULL

生雲 勝之 様
エンリッション

奥田 祐己 様
リーディングマーク

菅原 依子 様
マイナビ

菅原 健太 様
ラディウスファイブ

篠原 光太郎 様
レアゾン

YEC

OIBC 2021

その他諸活動
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学生団体OVAL

組織構成

総務局

ケース局

渉外局

プログラム局

学生対応局

広報局

デザイン局

各局の統括、コンテストの包括的な意思決定

ビジネスに関するコンテンツ決め、参加者インプット資料作成、選考の策定

コンテストに必要な資金・物品を頂くために企業への渉外活動

コンテストを含めたイベント運営時のプログラムの作成

OVALスタッフの人事管理とコンテスト参加者への対応

OVALの活動の発信する、コンテストの広報

イベントの広告やグッズのデザイン、動画の作成

上智大学

早稲田大学

東京大学

慶應義塾大学

上智大学

東京大学

東京大学

慶應義塾大学

東京大学

Laiyi Lin

Ryui Osawa

Taisei Fujita

Hyoun Seung Lee

Laiyi Lin

Toshiya Okubo

Yohei Kanayama

Eita Kubo

Taisei Fujita

（前半期）

林 来儀 （代表）

大澤 龍治

藤田 大晟

李炫承

(後半期）

林 来儀（代表）

大久保 俊哉

金山 耀平

久保 栄太

藤田 大晟

総務局
＊例年の国際イベントの延期に伴い、通常より半年間任期を延長したため、延長期間を「後半期」とし

て表記。

OVAL JAPAN
（局長以外各局内五十音順）
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学生団体OVAL

ケース局

原田 紗来

梅本 康太郎

籠島 晴気

久保 栄太

小滝 大貴

金 妍廷

阪本 ひなた

園田 美郷

多賀 陽平

宮城 結依

村上 真尚士

ムンクトル ナムーン

吉井 元

王 銘浩

Saki Harada

Kotaro Umemoto

Haruki Kagoshima

Eita Kubo

Taiki Kotaki

Yona Kin

Hinata Sakamoto

Misato Sonoda

Yohei Taga

Yui Miyashiro

Manato Murakami

Namuun Munkhtur

Gen Yoshii

Minghao Wang

東京大学

慶應義塾大学

早稲田大学

慶応義塾大学

上智大学

慶応義塾大学

早稲田大学

東京大学

東京大学

青山学院大学

早稲田大学

一橋大学

慶応義塾大学

上智大学

小山 隼都

上田 達

木村 友哉

喜多 優太

小山 あゆ

斎藤 颯大

高橋 秀明

田辺 耕大

塚腰 鈴美

長谷 明香里

濱田 大地

山田 晋太郎

Hayato Koyama

Satoru Ueda

Yuya Kimura

Yuta Kita

Ayu Koyama

Sota Saito

Hideaki Takahashi

Kodai Tanabe

Suzumi Tsukagoshi

Akari Hase

Daichi Hamada

Shintaro Yamada

早稲田大学

上智大学

早稲田大学

慶応義塾大学

早稲田大学

東京理科大学

東京大学

東京大学

上智大学

早稲田大学

東京大学

早稲田大学

渉外局
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学生団体OVAL

学生対応局

陳 羽佳（局長）

石川 観由

大下 智之

オニール 莉菜

金山 耀平

後藤 嵩弥

権代 明優

所澤 悠（前半期）

高山 暉啓

陳 瀛

塚本 愛美

中川 こころ

古河 辰卓

宮園 佳耶

王 芊又

Yujia Chen

Miyu Ishikawa

Tomoyuki Oshita

Lina O’Neill

Yohei Kanayama

Shuya Goto

Ayu Gondai

Hisashi Syozawa

Akihiro Takayama

Ying Chen

Manami Tsukamoto

Kokoro Nakagawa

Shintaku Furukawa

Kaya Miyazono

Qianyou Wang

早稲田大学

千葉大学

東京大学

上智大学

東京大学

上智大学

早稲田大学

慶應義塾大学

東京大学

早稲田大学

東京大学

早稲田大学

上智大学

上智大学

早稲田大学

熊谷 眞希（後半期局長）

大久保 俊哉（前半期局長）

金田 登子

小池 佳穂

小林 詠琳

菅原 雄太

中塚 苑眞

三浦 美貴

Maki Kumagai

Toshiya Okubo

Toko Kaneda

Kaho Koike

Erin Kobayashi

Yuta Sugahara

Ema Nakatsuka

Miki Miura

慶応義塾大学

東京大学

早稲田大学

千葉大学

立教大学

東京大学

一橋大学

上智大学

プログラム局
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学生団体OVAL

岡本 明子（局長）

片平 玲

岸本 純花

野々村 將

長尾 友起

原 みなみ

渡邊藍

渡邉里奈

Akiko Okamoto

Rei Katahira

Junka Kishimoto

Sho Nonomura

Yuki Nagao

Minami Hara

Ran Watanabe

Rina Watanabe

学習院大学

早稲田大学

慶應義塾大学

東京大学

上智大学

上智大学

早稲田大学

早稲田大学

デザイン局

佐久間 真穂（前半期局長）

所澤 悠（後半期局長）

赤嶺 佳菜美

国本 万葉

笹川 愛実

宗 由莉

多比良 浩之

朴花永

樋口 朋香

平林 音羽子

劉綵恩

Maho Sakuma

Hisashi Shozawa

Kanami Akamine

Mayo Kunimoto

Manami Sasagawa

Youli Cao

Hiroyuki Tahira

HwaYeong Park

Tomoka Higuchi

Towako Hirabayashi

ChaeEun Yu

早稲田大学

慶應義塾大学

上智大学

上智大学

上智大学

早稲田大学

早稲田大学

学習院大学

慶應義塾大学

上智大学

慶應義塾大学

広報局




