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bathbam ～湯の花バス～ 

大分県立別府翔青高等学校 3 年 片木 美優 

（応募用紙より）

（発表資料より）

◆どんなアイデア？ 
別府の温泉から採取された湯の花と、別府
の伝統工芸品である竹細工を組み合わせ、
それぞれの良さを活かしたもの。 

◆思い付いたきっかけは？
別府の名物である温泉と竹細工を組み合
わせて、別府を今よりも外部にアピールで
きないかと考えたこと。 

◆作品に仕上げるまでの苦労や工夫は？
苦労したことは、別府市竹細工伝統産業会
館様に「アイデアを実現できるか」「実現す
るためにどう改善すべきか」等を質問し
に、何度も行ったこと。 
工夫したことは、竹細工の編み方や色のバ
リエーションを増やし、より竹細工の美し
さを楽しむことができるようにしたこと。

◆発表会で特に伝えたかった特長は？
・湯の花の効能でリラックスできる 
・使い終わったあと、自分でリメイクして

竹細工の美しさを楽しむことができる 

◆実現したらどんな社会貢献が可能？
別府の温泉の良さや竹細工の美しさを日
本や世界に広め、別府のアピールを行うこ
とで、別府に来る観光客が増えたり、別府
のことを外に知ってもらえたりして貢献
できると思う。 

◆今後取り組んでみたいことは？
商品化にはまだ課題が多くあるので、湯の
花を細かく溶けやすくしたり、適正価格を
設定したりして、今よりも実現可能になる
ようにしていきたい。 

（参加レポートより）
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大分県立別府翔青高等学校 3 年 片木 美優 

（応募⽤紙より）

（発表資料より）

◆どんなアイデア︖ 
別府の温泉から採取された湯の花と、別府
の伝統⼯芸品である⽵細⼯を組み合わせ、
それぞれの良さを活かしたもの。 

◆思い付いたきっかけは︖ 
別府の名物である温泉と⽵細⼯を組み合
わせて、別府を今よりも外部にアピールで
きないかと考えたこと。 

◆作品に仕上げるまでの苦労や⼯夫は︖ 
苦労したことは、別府市⽵細⼯伝統産業会
館様に「アイデアを実現できるか」「実現す
るためにどう改善すべきか」等を質問し
に、何度も⾏ったこと。 
⼯夫したことは、⽵細⼯の編み⽅や⾊のバ
リエーションを増やし、より⽵細⼯の美し
さを楽しむことができるようにしたこと。

◆発表会で特に伝えたかった特⻑は︖ 
・湯の花の効能でリラックスできる 
・使い終わったあと、⾃分でリメイクして

⽵細⼯の美しさを楽しむことができる 

◆実現したらどんな社会貢献が可能︖ 
別府の温泉の良さや⽵細⼯の美しさを⽇
本や世界に広め、別府のアピールを⾏うこ
とで、別府に来る観光客が増えたり、別府
のことを外に知ってもらえたりして貢献
できると思う。 

◆今後取り組んでみたいことは︖ 
商品化にはまだ課題が多くあるので、湯の
花を細かく溶けやすくしたり、適正価格を
設定したりして、今よりも実現可能になる
ようにしていきたい。 

（参加レポートより）
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選択テーマ︓③ 地域資源の掘り起しと活⽤による地域創⽣・町おこし 
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愛媛県立西条高等学校 「商業研究部」 （3 年･村上千愛，3 年･近田愛海，3 年･佐伯風花） 

（応募⽤紙より）

（発表資料より）

◆どんなアイデア︖ 
⻄条市市之川産の輝安鉱をつかってストラッ
プを作り、地域活性化を⽬指す。 

◆思い付いたきっかけは︖ 
⻄条市の輝安鉱を知ってもらいたいと思い、い
ちばん親しみやすいものを考えたところ、スト
ラップが良いなと思った。 

◆作品に仕上げるまでの苦労や⼯夫は︖ 
⼀つ⼀つ作るのに、⻑い時間が必要なので⼤変
だった。 
また、本当に知名度が低いので、宣伝を頑張っ
た。 

◆発表会で特に伝えたかった特⻑は︖ 
⻄条市にも、世界で誇れるこんな素晴らしいも
のがあるということと、私たちの作品の素晴ら
しさ。 

◆実現したらどんな社会貢献が可能︖ 
⼈⼝減少を防ぐ。 
産業遺産への意識向上。 

◆今後取り組んでみたいことは︖ 
反省点があったので、それを改善しつつ、動画
などを作成し、より簡単にわかりやすく知って
もらいたいと考えている。 

（参加レポートより）
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大 分 合 同 新 聞 社 賞 

選択テーマ：③ 地域資源の掘り起しと活用による地域創生・町おこし 

多国籍レストラン ～Diversity 別府～ 

大分県立別府翔青高等学校 3 年 日淺 優香 

（応募用紙より）

（発表資料より）

◆どんなアイデア？
別府の地域資源である「人材」の力で、別府
市をより活性化させる案として考えました。
留学生と私たち市民が言葉や文化の壁を越
えて気軽にコミュニケーションが取れる場
所にしたいです。 

◆思い付いたきっかけは？
別府の地域資源は何か考え、市役所の方のお
話を伺い、参考にさせていただきました。多
文化共生の街である別府を、さらに活性化さ
せる案を考えました。 

◆作品に仕上げるまでの苦労や工夫は？
伝えたいことが多過ぎて、4 分間という短い
時間で、どれだけ皆さんに自分の思いや考え
を伝えられるか考え、先生方ご指導のもと、
PowerPoint や原稿を工夫しました。 

◆発表会で特に伝えたかった特長は？
別府は外国人観光客や留学生の人数が増加
傾向にありますが、普段の日常生活で私たち
市民が関わることは少ないと思うので、気軽
に交流できる場を作りたいと思います。 

◆実現したらどんな社会貢献が可能？
建物の内装や食材を県産材で賄うことで、地
産地消につながると考えています。また、年
齢や国に関係なく多くの方が集い、和気あい
あいとした別府市になればと考えています。

◆今後取り組んでみたいことは？
資金調達も必要になるので、クラウドファン
ディング等を利用したいです。その為に、企
業の経営など幅広い知識を身に付けたいと
考えています。 

（参加レポートより）
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選択テーマ︓③ 地域資源の掘り起しと活⽤による地域創⽣・町おこし 
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大分県立別府翔青高等学校 3 年 日淺 優香 

（応募⽤紙より）

（発表資料より）

◆どんなアイデア︖ 
別府の地域資源である「⼈材」の⼒で、別府
市をより活性化させる案として考えました。
留学⽣と私たち市⺠が⾔葉や⽂化の壁を越
えて気軽にコミュニケーションが取れる場
所にしたいです。 

◆思い付いたきっかけは︖ 
別府の地域資源は何か考え、市役所の⽅のお
話を伺い、参考にさせていただきました。多
⽂化共⽣の街である別府を、さらに活性化さ
せる案を考えました。 

◆作品に仕上げるまでの苦労や⼯夫は︖ 
伝えたいことが多過ぎて、4 分間という短い
時間で、どれだけ皆さんに⾃分の思いや考え
を伝えられるか考え、先⽣⽅ご指導のもと、
PowerPoint や原稿を⼯夫しました。 

◆発表会で特に伝えたかった特⻑は︖ 
別府は外国⼈観光客や留学⽣の⼈数が増加
傾向にありますが、普段の⽇常⽣活で私たち
市⺠が関わることは少ないと思うので、気軽
に交流できる場を作りたいと思います。 

◆実現したらどんな社会貢献が可能︖ 
建物の内装や⾷材を県産材で賄うことで、地
産地消につながると考えています。また、年
齢や国に関係なく多くの⽅が集い、和気あい
あいとした別府市になればと考えています。

◆今後取り組んでみたいことは︖ 
資⾦調達も必要になるので、クラウドファン
ディング等を利⽤したいです。その為に、企
業の経営など幅広い知識を⾝に付けたいと
考えています。 

（参加レポートより）
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大分大学経済学部 100 周年記念事業実行委員会委員長賞 

選択テーマ：② 介護に役立つアイデア・サービス 

これ一つ、どこでも誰もが安心 

大分県立別府翔青高等学校 3 年 三浦 里芳 

（応募用紙より） 

（発表資料より） 

◆どんなアイデア？ 
高齢者を対象としたウェストポーチ。 

◆思い付いたきっかけは？ 
祖母が畑で仕事をするのに、近くで見守るこ
とができないことに加え、今年（2018年）
は猛暑日が続いたこと。 

◆作品に仕上げるまでの苦労や工夫は？ 
データを使用することで、より分かりやすく
なると思い、データを集めることに苦労し
た。 

◆発表会で特に伝えたかった特長は？ 
これからの社会では、高齢者が主になってく
るため、高齢者を対象としたサービスが必要
ということ。 

◆実現したらどんな社会貢献が可能？ 
介護する人はずっと側にいなくてよくなる
し、介護される人も、自分の好きな畑仕事な
どができるようになる。さらに携帯会社に利
益が生まれ、高齢者がお金を使うきっかけに
もなる。 

◆今後取り組んでみたいことは？ 
ボタン 1 つで 119 番への連絡ができるよう
なシステムをとってよいのか、消防の許可を
とることができるように、いろんな対応策を
考えて、緊急時により迅速な対応をすること
ができるようにしたい。 

（参加レポートより） 
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選択テーマ︓③ 地域資源の掘り起しと活⽤による地域創⽣・町おこし 
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福岡雙葉高等学校ほか 「男女共学」 （2 年･木村天音，2 年･梅﨑 萌，1 年･吉田遥希，2 年･大浦啓人） 

（応募⽤紙より） 

（発表資料より）
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選択テーマ︓③ 地域資源の掘り起しと活⽤による地域創⽣・町おこし 
������� �� 福岡����������� ������ 

福岡雙葉高等学校ほか 「男女共学」 （2 年･木村天音，2 年･梅﨑 萌，1 年･吉田遥希，2 年･大浦啓人） 

（応募⽤紙より） 

（発表資料より）


