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What’s
!?

「商
　大くんがいく！」

この冊子を手に取ってくれたみんな、どう
もありがとう！僕は小樽商科大学の公式マ
スコットキャラクター、「商大くん」です！
「商大くんがいく！」とは、学生と教職員で
結成されたチームで運営されている、小樽
商科大学の公式ブログの名前で、２００７
年のブログ開設以来、毎日休みなく更新さ
れているんだ！
大学発信のブログは数々あれど、公式ブロ
グとして、これだけ長期間にわたって毎日
運営されているのは、全国でも小樽商科大
学だけ！大学と学生の距離が近い小樽商科
大学だからこそのブログなのです！
今日はこれまでのブログ記事をギュ～っと
濃縮して、スペシャル編集版でお届けする
よ！商大の日常を感じとってもらえたら嬉
しいな！

ちなみにこれが大学の
シンボルマーク。
じ～っと見ていると、
僕の姿が見えてこない？

…

Д
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こんにちは！放送サークル「たるもじゅ」です！！
今日は私たち「たるもじゅ」が、「サークル Kサンクス」さんと「カフェヴェールボア」
さんと共同で開発したデザート、「粉雪チーズモンブラン」の試食会＆記者発表会の模様
をお知らせします！！！
　 
　粉雪チーズモンブラン【商品特徴】

　・「北海道産クリームチーズ」 を使った、程よいチーズ感のホイップ！

　   地元北海道の味を楽しめるチーズクリームです。

　・チーズホイップとの相性抜群な、 酸味のあるストロベリーソース！

　・小樽商大の学章の「星」をイメージしたチョコをトッピング。

　・小樽の緑丘に位置する「小樽商大」をイメージした商品です！

記者発表会では、サークル Kサンクス北海道営業部部長の三戸さん、スーパーバイザー
の斉藤さんにもお越しいただき、商品開発の流れや「粉雪チーズモンブラン」の魅力を
伝えていただきました。カフェヴェールボアさんからは「粉雪チーズモンブラン」に対
する熱いメッセージをいただきました。最初にメッセージをいただいた時の我々はもう、
みんな涙目でございました！本当に、皆様ご協力ありがとうございました！！

記者発表会後には、皆さんお待ちかねの試食会！「粉雪チーズモンブラン」が会場の皆
さんに配られ、「おいしい！」「くどくなくて食べやすい！」と大絶賛されました！！！

そして試食会後の写真撮影会では、応援に来てくれた「商大くん」が大人気！ (*^^)v
小樽商科大学やたるもじゅの宣伝に大活躍した商大くんには、写真撮影会終了後、たる
もじゅ女子メンバーから《あま～いひと口》のご褒美が！！！！（許せん！！笑）

「粉雪チーズモンブラン」、たくさんの人に届くように、これからも頑張っていきます！！
2月 21 日（火）、全道のサークル Kサンクスにて発売されますので、ぜひぜひ、味わっ
てみてくださいね！！ (※現在は販売を終了しております。）

【2012/2/17】たるもじゅくんもいく！（スイーツ試食会＆記者発表会）

今日は「ＦＭおたる」で「たるもじゅゴールデンラジオ」を好評放送中の放送サー

クル「たるもじゅ」から、企業とのコラボスイーツのお知らせが届いているよ！
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【2011/1/4】アメリカからの留学報告だよ！

今日は、これから留学を考えている人は必見！アメリカのウェスタンミシガン

大学に留学中の、商学科 4 年の細木健太くんのインタビューをお届けするよ！

Ｑ．留学生活はどうですか？ 
毎日が新しい発見で楽しいです。日本にいる時より余裕をもって時間を使えるので、何
にも縛られることなく自由に生きています。大変なことは、食べ物です。アメリカの食事、
特に大学の食堂の食事は、単にお腹を満たすものとしか考えられていません。食べ物を
食べているときに一番日本に帰りたくなります。あと、ここはＮＹの様な都会ではない
ので車がないと何もできません。また、友達がいないことには英語も伸びないので、友
達が一番大切です。

 Ｑ．留学を考えている人へメッセージをお願いします。
思い立ったら吉日です。留学したいと思っている人は、今、この瞬間から準備を始めて
ください。小樽商大の国際交流センターの皆さんはとても親切ですので、解らないこと
は国際交流センターの方に聞いて、あとはとにかく勉強して、お金を貯めてください。
お金はたくさん必要です。

Ｑ．どんな国、学校、授業ですか？
アメリカは、知らない人同士がすれ違いざまに挨拶
したり、レストランの店員と楽しく喋ったり、会話
の多い国で私は好きです。学校はとても広く大きく、
工学部から心理学部までいろいろな学部があり、心
理学関係と、航空学が強い学校です。授業は、最初
のうちは先生の英語が聞き取れないので、レコー
ダーで音を録って、後で復習していました。

アメリカに留学を考えている人は、市販のリ
スニング教材やＢＢＣなどのイギリス英語で
はなく、生の英語に慣れてください。アメリ
カのホームドラマは教材にうってつけだと
思います。スピーキングは、英会話サーク
ルに入るか、留学生と友達になって練習し
てください。ライティングの練習も、あ
る程度スピーキングの助けになると私は
思います。
とにかく働いてお金を貯めて、たくさ
ん勉強して、早めに準備することが大
切です！
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【2011/6/14】”ミスおたる”にインタビュー！

今日は、ミスおたる２０１１に選ばれた２年生の木藤咲月さんのインタビュー

をお届けするよ！　

Ｃ 小樽観光協会

 Ｑ.　ミスおたるに申し込んだきっかけは何ですか？　　　　　　　　　　　　　　　
実は高校時代から、ピアノの先生に勧めていただいていました。自分がなれるわけはな
いとずっと思っていましたが、貴重な経験がたくさんできることを知り、自分を成長さ
せるチャンスだと思ったので挑戦してみることにしました。

Ｑ.　見事ミスおたるに選ばれたときの感想はどうでしたか？
今まで憧れの存在だったものが現実になったことを思うと本当に嬉しかったです。協力
してくださった方々の顔が次々と浮かびました。そして予想以上に喜
んでくれた親の顔を見ると、少しだけ親孝行ができたのかな、とも
思いました。

Ｑ.　ミスおたるになって変わったことはありますか？
小樽に関連する情報にとても敏感になりました。様々な活動を通し
て、小樽のことが好きで、もっと盛り上げたいという気持ちを持っ
ている方がたくさんいることを感じました。そして私ももっと小
樽のことを知り、小樽の活性化に貢献したいと強く思うようにな
りました。小樽のことを知れば知るほど、どんどんこれまで以上
に自分が小樽を好きになっていくのを感じます。

Ｑ.　ミスおたるとしてどんな活動をされていますか？
ＦＭおたるさんに出演させていただいたり、道外のデパートなど
で物産展のお手伝いと小樽のＰＲ活動をさせていただきました。
今後は、夏の小樽の一大イベントである「潮まつり」に向けて「ミ
ス潮」としての活動も始まります。また、ミスおたるとしてブログ
とツイッターも始めたので、多くの方に見ていただけると嬉しいで
す♪

Ｑ.　最後に一言お願いします！
これからの活動では、私なりの視点で見た小樽の魅力を皆さんにお
伝えしていきたいと思っています。とは言っても小樽にはまだまだ私
の知らない魅力がたくさんあると思います。小樽の隠れ名所やおすすめ
などがあったら是非教えてください（笑）応援よろしくお願いします！

木藤さん、ありがとうございました！実は商大生は、今年のミス

おたるにも選ばれています！美人揃いの商大生は，過去にも数

多くミスおたるに選ばれているほか、ミスさっぽろ等の選出歴

もたくさんあるんだよ！
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大学で見かけたガッコ

イケメンイケメン

商学科 : 西本章宏 先生

大学院 : 猪口純路 先生

経済学科 : 江頭　進 先生

大学院 : 保田隆明 先生

商学科 : 加賀田和弘 先生

先生
ロンゲが似合う、まさに正

統派イケメンの西本先生！

ゼミ募集には 70 人もの希

望者が集まる人気ぶり！

ひたすら爽やかスポーツマ

ン！！商大テニス部出身の

猪口先生は、テニスの腕前

も超一級なんだって！

商大一のイクメンとは江頭先

生のこと！！娘さんのことに

なると笑顔が全開☆☆

こういうパパっていいなぁ♪

TV のコメンテーターでも

おなじみ！元証券マンの保

田先生。最新機器と英語を

駆使した授業は圧巻です！

普段は素敵な眼鏡男子の加

賀田先生。眼鏡を外しても

イケメンです！実は料理男

子でもあるとか！？

…×

特別企画！

緊急企画のため、残念ながら今回は掲載のお願いが間に合わなくて紹介できなかったけれど、

イケメン先生は他にもたくさん！この続きはいつかブログで…できたらいいなあ。
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CanCam  2011 年 9月号より

…

俺の
時代
が

きた
ぜぇ
！！

俺の
時代
が

きた
ぜぇ
！！

【2011/8/7】商大くんが「CanCaｍ」に登場！

掲載のきっかけとなった、商学科 4 年生の寺下さ

ん（2009 年にミスさっぽろとして活躍！）に、

早速お話を聞いてみよう！

　
こんにちは。商学科 4年の寺下友香梨です。
大好きな商大くんを大好きな雑誌に載せることが
できて、とっても嬉しいです。
なぜ女性ファッション誌「CanCam」に商大くん（と
私）が載ったかというと、「新しく始まったキャン
パスニュースというコーナーで、最近の女子大生
は何をしているのかを紹介したいんだけど、何か
おもしろいことない？」と知り合いの CanCam編
集部の方からいただいた電話がきっかけでした。
「小樽商大にはこんなキモカワなマスコットキャラ
クターがいるんですよ。」と商大くんを紹介したと
ころ、「おもしろい！」と、掲載を即決してくれま
した。後日編集者さんに聞いてみると、全国から
相当数の記事が集まり、その中から見事選ばれた
そうです。さすが、商大くんの魅力は無限大ですね。

これからも商大くん全国デビューを応援していき
たいと思います。CanCam9月号、見てくださいね！ 

寺下さん、ありがとうございました！

それにしても、在学中に CanCam 編集部に

知り合いがいるなんて、すごいなあ！

 

な、なんと、商大くんが女性ファッション誌「CanCam」に登場したんだ！
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【2009/11/19】英語力×法律の知識 ⇒ 交渉成立！！

商大では、３年生になると「ゼミ」に所属して、専門的な知識を身につけるよ。

数あるゼミの中でも人気の中村ゼミではどんなことをしているのかな？

Ｑ．ゼミの紹介をしてください！
私たちは「国際取引法ゼミ」です。
机上の勉強だけではなく、実際に「国際取引」をしています！自分たちが考
えた商大オリジナルグッズを作るために、外国企業と交渉し、英文での契
約書を作成します。今年は、「牛革ボールペン」を作成しました！

Ｑ．どうして牛革ボールペンを作ろうと思ったんですか？
革製品を作りたいと考えていたのですが…、先輩OBの方からの「高
級感のあるボールペンがいいなぁ」という一声で、牛革のボー
ルペンに挑戦することに決めました！ 

Ｑ．苦労したことはありますか？
外国企業と英語で交渉を行うのが大変でした。
主にメールでやりとりをしましたが、こちらが伝え
たいこと（希望するデザインなど）を英語で正確に伝えることに苦労しました。そして、
実際に外国企業との「契約書」を作成したのですが、裁判などトラブルが起きたときの
ことを考えて、完璧な契約書を作るのが大変でしたね。ゼミの中村先生には何度も何度
も修正していただきました！ 
（中村先生は、約３０年の商社勤務を経て商大の先生になった国際取引のプロなんだよ）

Ｑ．牛革ボールペンのアピールをどうぞ！
なんといっても本革１００％！高級感漂う一品です！替芯も世界的に有名なメーカー仕
様ですので、半永久的にお使いいただけます！！ 
１本１,０００円で商大生協さんで販売していますので、是非お買い求めください！

在学中に海外と取引をしてオリジナ

ルグッズを作るなんてすごい！！こ

れぞ商大の「実学」精神

の賜物だね！

牛革ボールペンは現

在も商大生協で販売

しているので、興味

がある人は手に取っ

てみてね！
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【2010/03/17】 商大での４年間は？

商大では入学から卒業までにどんな４年間を過ごせるんだろう？卒業生の高橋

涼くんに「商大での４年間」をインタビューしてみたよ！！　

無事合格が決まり、わくわくした気持ちで商大へ。僕は地方出身なので、最初は友達がで
きるかどうか不安でした。でも意外と周りにもそういう人達が多くて、なんだか自然と友
達が増えて行った気がします。初めての１人暮らしは楽しいことこの上なし！！（笑）

商大では１年次に「学科選択」を行い、２年次
からは各学科の専門的な分野の勉強が始まりま
す。僕は商学科を選択しました！理由はという
と、「マーケティング」とか何かかっこいいじゃ
ん。（笑）課外活動では、春にはハンドボール
部のキャプテンに選ばれ、冬にはなんと体育会
の会長にも選ばれてしまいました！

３年次からはゼミ活動が始まります！僕は「マーケティング」のゼミを選択しました。
理由はというと、「マーケティング」とか何かかっこいいじゃん。（笑）
３年生の自分的最大イベントは、体育会の「スポーツ大会」開催！！商大にはスポーツ大
会というものがなかったので、自分で作っちゃいました。（笑）２日間で約３００人の学
生が参加してくれて、すごく有意義なイベントにすることができたと思います。

４年生の４月に、内定が出ました。３年生の秋からスタートした就職活動では、辛いこと
もたくさんありましたが、最終的には自分の志望する企業から内定をもらえ、楽しい就職
活動だったと思います。この経験を活かして、就職支援サークルＣＤＰに入り、後輩たち
の就職支援活動も行いました。

商大での４年間を振り返ってみると、商大のような「小さい大学」に
来て良かったと感じます。友達の友達は自分の友達という感じで、
だいたいの人は顔見知りです。多くの人々に出会い、さまざまな価値
観・考え方を吸収することで、高校時代までの自分とは違った
ものの見方ができるようになりました。
この春から自分も社会人になりますが、商大での４年間で培っ
たものを十二分に発揮して、商大に還元できるよう精進してい
きたいです！！

１年生

２年生

３年生

４年生

最後に
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商大くんがいく！では、他にもこんなお役立ち情報を毎日お届けしています！

２０１０年、商大応援団が３年振りに復活！
大正時代から行われていた北大と商大の対
面式も、１３年振りに行われたよ！
２０１１年には当時２年生の牧さんが初
の女性応援団長となり、Ｙａｈｏｏトップ
ページの映像トピックスでも紹介される
ほど全国的に注目されたんだ！
対面式では商大が北大を「白豚」、北大が商大を「山猿」に例えて檄を飛ばしあうのが恒例。
「メス猿」と揶揄する北大応援団を、「白豚どもめ！」と一喝する団長はかっこよかった！

女性応援団長誕生！

商大から東大へ！
経済学科４年生の石田くんが２０１１年の経済学検定
で日本一に輝いたよ。「現代経済研究会」に所属して
日々経済学を勉強していた石田くんは、その後なんと
東大の大学院にも合格！
「勉強ばかりしていたのかなー」なんて思ったかな？
石田くんは勉強だけではなく、バンド活動も続けてい
て、大学生活を楽しんでいたんだって！
今後の目標を聞いてみると…「将来は中小企業金融に
携わりたいと思っているので、北海道を中心とする日

本の中小企業を元気にしていきたいです。」との言葉。頼もしいね！

就職に強いことで有名な商大。その秘密の一つが、学生サーク
ル「キャリアデザインプロジェクト（ＣＤＰ）」による、実体験
を基にした学生視点での就職活動支援！
就職活動を乗り越えた４年生が、後輩を応援したいという気持
ちから始めたそうで、サポート内容は、エントリーシートの添
削や模擬面接などとっても実用的。模擬面接には 100 人以上集
まったこともあるという人気ぶりだよ。「なんでも相談できるよ
うな、寄り添う存在であると同時に、私たちをきっかけに『が
んばろう！』と思ってもらえるような起爆剤のような存在でも
ありたい」というＣＤＰのメンバー。とっても心強いね。

就職活動の強いミカタ ! Career
Design
Project

Career
Design
Project





表紙の写真は、ブログのスタッフがグアム
に旅行した際に、現地のチャモロ人と仲良
くなって一緒に撮影したものなんだ！学生
や職員が旅行する際には、僕の分身（？）
も一緒について行って、「旅日記」という形
でブログで報告しているんだよ！いつかこ
の本を見てくれているみんなとも、一緒に
旅行ができたらいいな。

in FINLAND ムーミンと

国内・国
外を飛び

回る僕の
活躍は、

ブログの

旅日記で
見てね！

素敵な笑顔の彼は誰 ？

オープンキャンパス２０１２特別編集「よ
りぬき商大くんがいく！」、楽しんでもらえ
たかな？この小冊子は、企画、編集、印刷、
製本まで、全てブログチームの手作り
で、企画決定から完成まで１０日間
の猛スピードで作り上げたんだ！
高校生のみんなに情報を届けたい
とスタッフ一同頑張ったので、
楽しんでもらえたなら嬉し
いな。

いつかの日かまた、キャ
ンパスでみんなに会えるこ
とを、心から楽しみにして
いるよ！！

編　集　後　記

ブログチームから、スペシャルプレゼント
のお知らせだよ！「商大くんマグカップ」を
抽選で１０名様にプレゼント！どこにも売って
いない、オリジナルのマグカップなんだ！プレ
ゼント希望の方は、必要事項を記入の上、メー
ルで応募してね！

宛先：shoudaikun@office.otaru-uc.ac.jp
応募締切：平成 24年 8月 20 日（月）17 時

プレゼントのお知らせ

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
、

お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

小
樽
商
科
大
学

本プレゼントは、

オープンキャンパス

参加者を対象として

おります。

ご了承ください。


