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1. 開催概要1. 開催概要

I. 実施概要

日時：2014年7月6日(日)  10:30-20:00

会場：ホテルカデンツァ光が丘(東京都練馬区高松5-8 J.CITY) 会場：ホテルカデンツァ光が丘(東京都練馬区高松5-8 J.CITY) 

大会参加者合計：220 名大会参加者合計：220 名
学生：150名

ファカルティーアドバイザー：10 名ファカルティーアドバイザー：10 名

ビジネス関係者：60名

初戦ジャッジ：15 名初戦ジャッジ：15 名

決勝ジャッジ： 9 名
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参加大学



リーグリーグ

リーグ 1：兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス 早稲田大学 金沢大学
関西学院大学西宮上ケ原キャンパス

リーグ 2：琉球大学 関西学院大学神戸三田キャンパス 尚絅学院大学 滋賀県立大学
リーグ 3：沖縄国際大学 石巻専修大学 大阪商業大学 京都大学

(プレゼンテーション順 ) 

初参加校：金沢大学

結果

優 勝 ： 兵庫県立大学 姫路環境人間キャンパス

結果

準優勝 ： 早稲田大学
準々優勝： 琉球大学

ハイライトムービー

https://www.youtube.com/watch?v=RKHKPTw-t5k（予選）
https://www.youtube.com/watch?v=WkNd-6Z9bOE（決勝）
http://urx.nu/ajXm （写真 facebookアルバム） 4



2014年度統計 (2013年7月4日～2014年7月5日) 

Enactus Japan アクティブ学生：123人
ファカルティーアドバイザー：24人ファカルティーアドバイザー：24人
ビジネスアドバイザリーボード：29人
プロジェクト総数：127プロジェクトプロジェクト総数：127プロジェクト
活動時間：9,323 h
事業規模：1,620ドル (162,094円)事業規模：1,620ドル (162,094円)
直接インパクトを与えた人数：116,297人
間接的にインパクトを与えた人数：230,186人以上
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II.協賛・協力
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協賛
KPMG ジャパン あずさ監査法人
前田建設工業株式会社
花王株式会社
Cook Japan 株式会社Cook Japan 株式会社
カンケンテクノ株式会社
グローバルナレッジネットワーク株式会社
特定非営利活動法人ソーシャル・デザイン・ファンド特定非営利活動法人ソーシャル・デザイン・ファンド
株式会社朝日エル
株式会社ルーツ

協力
琉球ガラス工芸恊業組合
株式会社ファーストリテイリング株式会社ファーストリテイリング
株式会社ブルーオーシャンズ

公式ホテル公式ホテル
ホテルカデンツァ光が丘
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III.ジャッジ協力

初戦ジャッジ

大山 未央 様 KPMGジャパン あずさ監査法人
田口 賢二 様 Cook Japan株式会社
村上 竹司 様 合同会社西友 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社
渡邉 大輔 様 衆議院議員 福田達夫事務所 Enactus JAPAN アルムナイ渡邉 大輔 様 衆議院議員 福田達夫事務所 Enactus JAPAN アルムナイ
島袋 大地 様 Enactus JAPAN アルムナイ
武部 篤治 様 前田建設工業株式会社
足立 峻吾 様 Cook Japan株式会社
上垣内 猛 様 合同会社西友 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社上垣内 猛 様 合同会社西友 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社
豊田 光世 様 東京工業大学グローバルリーダー教育院
平田 彩恵 様 Enactus JAPAN アルムナイ
渡辺 千尋 様 前田建設工業株式会社
金山 亮 様 合同会社西友 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社金山 亮 様 合同会社西友 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社
中谷 牧子 様 株式会社朝日エル
早川 信志 様 沖縄芸術大学
川勝 正之 様 株式会社リラク Enactus JAPAN アルムナイ
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決勝ジャッジ

山中 知行 様 KPMGジャパン あずさ監査法人
勝又 正治 様 前田建設工業株式会社勝又 正治 様 前田建設工業株式会社
小柴 茂 様 花王株式会社
田口 賢二 様 Cook Japan株式会社
二階堂 薫 様 特定非営利活動法人ソーシャルデザインファンド二階堂 薫 様 特定非営利活動法人ソーシャルデザインファンド
木内 孝 様 株式会社イースクエア／NPO法人フューチャー500
大川 陽子 様 株式会社 電通パブリックリレーションズ
秋山 智紀 様 Global Techno Innovation Cafe (GTIC)秋山 智紀 様 Global Techno Innovation Cafe (GTIC)
木村 吉博 様 企業組合GeekSociety
塩濱 剛治 様 シャルウィ株式会社
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2. 大会の様子

I. １日目初戦

7月6日(日) 、Enactus Japan国内大会参加大学12校が、 ホテルカデンツァ光が丘に集合しました。
オープニングセレモニーでは2013年ナショナルチャンピオンの滋賀県立大学竹村代表・寺倉副代表から、
ワールドカップの様子やそこから得たものを発表しました。
初戦では、3つのリーグに分かれて行われ、プレゼンテーションな活動内容をもとに、決勝進出する2大学
を決定します。
リーグやプレゼンテーション順番を決める抽選の呼びかけは、前田建設工業株式会社の武部篤治様に行っ
ていただきました。 10



リーグ 1 リーグコーディネーター： KPMG JAPAN あずさ監査法人 福岡 和貴 様

兵庫県立大学 姫路環境人間キャンパス
在来種保存プロジェクト在来種保存プロジェクト
地域に眠る資源の「在来種」に注目し、在来種を保存する活 動を行う。
ただ在来種を「育てる」だけではなく「、伝え「」味わっ てもらう」ことを合わせた、
以上3つをコンセプトとするこ とで持続可能な保存活動をおこなっている。

早稲田大学
日本語の森
外国人の日本語学習者に日本語の授業を提供。授業は動画を 撮ってネット上にあげるという、
無料で場所・時間の制限を 受けないオープンエデュケーションの形式を取っている。
ま た、スカイプと用いて動画制作者と学習者、そして学習者同 士が会話をすることができ、ま た、スカイプと用いて動画制作者と学習者、そして学習者同 士が会話をすることができ、
これが日本語学習者のコミュニ ティ形成となっている。

金沢大学
N-project 
大学生が米づくりから関わる日本酒の商品開発。酒米を栽培 することによって、
耕作放棄地を有効活用する。米づくりか ら酒造り、商品作りまでをコンテンツ化し、
能登の新たな魅 力を発信。その結果能登の農業、能登の日本酒のブランド力 を高め、
若い世代のファンを開拓する。

関西学院大学 西宮上ヶ原キャンパス
Table for Two
アフリカの飢餓問題と日本の肥満などの生活習慣病問題とい う食の不均衡をなくすために、
大学の食堂や生協で 定期的に販売するヘルシーな Table For Two メニューを考案、
試作し生協の方々と協力し販売している。そして、その Table For Two メニューの代金のうち、
20 円をアフリカの子どもた ちに給食として寄付する。
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リーグ 2 リーグコーディネーター： KPMG JAPAN  あずさ監査法人 持木 舞 様

琉球大学
平和教育プロジェクト平和教育プロジェクト
沖縄県外からくる、修学旅行生向けにアウトプット型の平和共育プ ログラムを提供する。
現時点で沖縄での平和学習はインプットが多く を占めており、得た知識や考えた事をアウトプット
する場がない。私 たちのプログラムでは大量のインプットをアウトプットする場をつく り、
さらにインプットの質を最大限に高めることができる。

関西学院大学 神戸三田キャンパス
PAKS ~ Power and Action of Kansai Salt ~ 
フィリピンのパヤタス、カシグラハンというごみ山のある地域 に住む女性たちが、
ごみ拾いに代わる安全で安定した収入が得 られるよう支援している現地 NGO/NPO 法人
SALT PAYATAS (以下ソルト)と連携して行うプロジェクト。ソルトは女性たち にタオルなどのSALT PAYATAS (以下ソルト)と連携して行うプロジェクト。ソルトは女性たち にタオルなどの
雑貨に刺繍を施す仕事を提供し、女性の収入向 上を目指している。このプロジェクトでは、
女性たちが製作した 商品を 1 週間かけて自転車で関西圏を回り、各所で販売する。

尚絅学院大学
名取・閖上(ゆりあげ)旅おこしプロジェクト名取・閖上(ゆりあげ)旅おこしプロジェクト
「名取・旅おこし講」とは、東日本大震災で津波による甚大な 被害を受けた宮城県名取市閖上地区
を中心とする「旅」をつ くり、復興に向けた取り組みを応援する団体である。2013 年 度、
「名取・閖上(ゆりあげ)旅おこしプロジェクト」として、 名取・閖上の魅力を発掘し、
その魅力を詰め込んだモデル・ ツアー「きずなとりっぷ」を実施した。

滋賀大学
工房いきいきプロジェクト
障がい者就労支援施設「工房ふれっしゅ」で働く障がい者の 賃金向上のため、工房の直営店であり
2012 年にオープンした 「カフェ彦華堂 ( げんかどう )」の売上向上を支援する。
カフェ へ人を呼び込むため地元の人、観光客へそれぞれアプローチ を行った。カフェ へ人を呼び込むため地元の人、観光客へそれぞれアプローチ を行った。
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リーグ 3 リーグコーディネーター： KPMG JAPAN  あずさ監査法人 濱田 景子 様

沖縄国際大学
若者の意識向上プログラム若者の意識向上プログラム
1 大学祭期間中に排出されるゴミの大部分を占める「燃えるゴミ」「ダ ンボール」に対して、
ゴミ引取りの際に有料化を実施した。また、そ の他の廃食油・ガラス瓶は地元企業の協力を得て
リサイクルに回し、 ゴミの削減に成功した。
2 沖縄本島の中学生・高校生を対象に、大学生・専門学生・若手社 会人が対象の生徒のいる学校を
訪問し、総合の時間を利用して生徒が、 大学生と語り合い、大学生の体験談を聞く等のプログラムを通し、
自 分の夢や目標なるようアプローチする。自 分の夢や目標なるようアプローチする。

石巻専修大学
TAKE10TAKE10
東日本大震災から 4 年目に突入した被災地石巻にて多くの割 合を占める高齢者には様々な問題が
生じている。そんな中、 私たちは「TAKE10」という健康改善活動を各仮設団地を周りならが
活動しています。

大阪商業大学
河川環境からみる里山の再生 ~山とまち。海をつなぐ取り組みをめざして~ 
コウノトリの野生復帰に取り組む兵庫県豊岡市楽々浦地区の
みなさんと共に円山川の河口域の漂着ごみの実態を明らかす ることを通じて、貴重な湿地を
どう未来に受け継いでいくの かを考えています。

京都大学
絶滅危惧!日本最高峰の 伝統文化を守るプロジェクト 2014
<日本の絹・被災地福島の歴史ある養蚕・絹業を守れ> 
絶滅危惧「日本の絹」が、かつて長く世界需要の 80% を海外に 供給した「世界一の日本・福島の誇り」
である事と発見し、 生産農家⇒農協⇒製糸⇒製織⇒製品化⇒販売の段階で業界を 交渉し、
各種新商品の発売にまで至った。
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II.決勝

決勝開会式

決勝の開会式では、最初に、KPMGジャパン あずさ監査法人の
山中知行様より、初戦を勝ち抜いたチームをアナウンスして
いただきました。以下が、今年の決勝ラウンドへ進んだチームと、
そのプレゼンの順番です。そのプレゼンの順番です。

1. 琉球大学（リーグ2 1位）
2. 早稲田大学（リーグ1 1位）
3. 石巻専修大学（リーグ3 1位）
4. 関西学院大学 神戸三田キャンパス（リーグ2 2位）
5. 沖縄国際大学 （リーグ3 2位）
6. 兵庫県立大学 姫路環境人間キャンパス（リーグ1 2位）6. 兵庫県立大学 姫路環境人間キャンパス（リーグ1 2位）
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閉会式

いよいよ表彰式です。会場に緊張がはしりました。

準々優勝は、琉球大学。
プレゼンターである花王株式会社の小柴茂様より、
平和教育
事業に対する可能性や改善点についてコメントをい
ただきました。 準々優勝 琉球大学小柴 茂 様ただきました。

準優勝は、早稲田大学。
プレゼンターは前田建設工業株式会社の勝又正治様
です。

準々優勝 琉球大学小柴 茂 様

また、本年は準優勝の大学にKPMGジャパン賞として
「ワールドカップ2014・中国北京視察費」
がKPMG あずさ監査法人 山中知行様より授与されま
した。

そして、最後に決勝の総括と優勝校のアナウンスは、
KPMGジャパンの山中知行様にお願い致しました。

Enactus Japan国内大会2014優勝校は、兵庫県立大学
姫路環境人間キャンパス 。

勝又 正治 様 準優勝 早稲田大学

姫路環境人間キャンパス 。

優勝校には、今年10月22-24日にかけて、中国北京で
開催されるEnactusワールドカップ2014に日本代表と
して出場していただきます。

山中 知行 様 優勝 兵庫県立大学
姫路環境人間キャンパス
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本年もEnactus Japan国内大会2014を無事に終えることができました。

ジャッジ、協賛各社ならびに担当各位、運営面でも人的支援をいただいた
KPMGジャパン あずさ監査法人、運営ボランティア、ホテルカデンツァ光が丘ほか、
多くの関係各位にこの場をかりて御礼申し上げます。

そして最後となりましたが、全ての大学の皆様に、
素晴らしい活動をもってEnactusにご参加いただきましたことを
心より感謝申し上げます。
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3.Enactus World Cup 2014 について

日程：10月22 ‒ 10月24日
場所：中国 北京
会場ホテル：The Moon Palace
参加国：36カ国
日本代表：兵庫県立大学日本代表：兵庫県立大学

姫路環境人間キャンパス

First Place   ： China 
Second Place  ： Morocco
Third Place ： Ireland
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