
Ⅳ－3. 研究成果，各種メディアへの寄稿および講演 

 

氏 名 主催・メディア名等 日 付 テーマ・タイトル 

朝日新聞 
7月26日

(西部)

きょう第２次提訴「判決なき救済を」 放置の国、

怒る患者 西日本じん肺訴訟（コメント） 

CIEE TOEFLメールマ

ガジン第42号  
10月 大学トップに聞く！ 

北海道新聞 10月24日 いくつになっても「私の子育て」 

秋山義昭 

北海道新聞 3月29日 広告特集「資産運用の達人になる！」 

穴沢 眞 
『商学討究』第56巻第

1号 
7月 マレーシア製造業における外資系企業 

小樽市市民大学講座 7月19日 それでもアジアと生きていく（講演） 

日本経済新聞 
7月27日

(北海道)
＜活かせるか中国＞道内企業の挑戦４（コメント）

北海道新聞 7月31日
＜提言／ほっかいどう経済＞産学官で新産業創出

（寄稿） 

週刊世界と日本 9月19日 ＜北海道レポート＞足どり重い景気回復 

小樽商科大学中国留

学生学友会 
10月30日

シンポジウム「アジア経済における中国と日本の役

割」（パネリスト） 

海老名 誠 

朝日新聞 2月9日
団塊シニアは起業を目指す 長年の人脈・技術活用

（コメント） 

朝日新聞北海道支社 6月14日
フォーラム「経済はプラス思考でいこう」（パネリ

スト） 

船津秀樹 

Globalization in the 

21st Century St. 

Antony's College in 

the University of 

Oxford 

July 

31-Augus

t 5

Regional Economic Integration and International 

Student Mobility as Invisible Trade, Oxford 

Round Table:Adapting to Globalization in the 

21st Century St. Antony's College in the 

University of Oxford, 

日本経済新聞 
7月 12日

(夕)
熱中症警戒油断せずに（取材・健康医療紙面記事）

北海道新聞 7月 20日
熱中症に気を付けて－水分・塩分補給こまめに－

（取材・生活紙面） 

北海道文化放送（UHB） 7月 21日 肥満者（隠れ肥満）と熱中症（取材・放映） 

札幌テレビ放送（STV） 8 月 5 日
熱中症について（インタビュー形式の取材） 

 

小樽スポーツ少年団 11月 6日
子供の発育発達からみたスポーツ指導について（講

演） 

花輪啓一 

日本ホリスティック

医学協会 
3月 26日 生活習慣と健康（基調講演） 

日本商業学会第55回

全国大会 
5月29日 「マーケティング･エデュケーション」パネリスト

小樽商科大学ビジネ

ススクール編『ＭＢＡ

のためのビジネスプ

ランニング』 

9月 「ビジネスモデルの実際－ラクーンのケース－」 
近藤公彦 

日経広告手帖 3月号 米国におけるマーケティングの新潮流①（寄稿） 

松尾 睦 

小樽商科大学ビジネ

ススクール編 同文

舘出版刊 

9 月 『MBA のためのビジネスプランニング』（執筆） 

日本体力医学会北海

道地方会 札幌 

2005年4

月

1H-MRS法による高齢女性ランナーの骨格筋におけ

る水分量（学会発表） 中川喜直 

北海道新聞 4月7日 変わる介護保険（筋力トレーニング） 
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Asian Federation of 

Sports Medicine 

Congress 2005 

5月

Intramuscular lipid content in female 

endurance-trained elderly by in vivo 1H-MR 

spectroscopy（学会発表） 

Asian Federation of 

Sports Medicine 

Congress 2005 

5月

Characteristics of intramyocellular lipid 

content in skeletal muscles of overweight men 

and endurance-trained athletes（学会発表） 

信濃毎日新聞 8月17日 ストックを使い歩く魅力 

日本体力医学会 岡

山 【日本体力医学会

マスカット賞 受賞】 

2005年 9

月

1H-MRS 法による高齢男性ランナーの骨格筋におけ

る細胞内・外の脂肪量（学会発表） 

（社）札幌市老人クラ

ブ連合会 札幌道新

ホール  

11月28日 シニアさわやか元気づくりの講演と映画（講演） 

米国スポーツ医学会

（ ACSM ） 37 巻 , 

937-943 

ATP economy of force maintenance in the human 

tibialis anterior muscle during submaximal 

voluntary contraction（論文） 

北海道大学図書刊行

会刊 
1月

『雪国の生活と身体活動』 分担章：第 3章 第 2

節（分担著者） 

中川喜直 

平成 14-17 年度 科研

費補助金基盤研究（B）

研究成果報告書 

3月
１H-MRS法によるヒト骨格筋内の脂肪量と性差，体組

成，全身持久力との関係（学会発表） 

商事法務刊 2月 『新訂版英文契約書作成のキーポイント』（執筆）

中村英雄 
国際取引契約研究会 4月-3月

国際取引契約研究会（札幌、旭川、苫小牧、室蘭、

釧路、函館、紋別にて開催） 

乙政佐吉 

小樽商科大学『商学討

究』第56巻第2･3合併

号 

12月
「バランス・スコアカード導入・実践による成果の

検証に関する考察」（論文） 

北海道放送・テレビ 4 月-3 月 「アンカー」（番組出演） 

北海道放送・ラジオ 4 月-3 月 「夕刊ほっかいどう」（番組出演） 

FM 北海道・ラジオ 4 月-5 月 「のりゆきの近未来研究所」（番組出演） 

小樽商科大学ビジネ

ススクール公開講座 
8月 20日 「MBA セミナー・ビジネスプランはじめの一歩」 

日本経済新聞 9 月 9日
「'05 衆院選 若手の選択 抜け落ちる地方の視

点」（コメント） 

北海道放送・テレビ 1 月 5 日 「テレポート 2000 今年のサイフは…」（番組出演）

（財）室蘭テクノセン

ター公開講座 
3 月 1日 「次代を担う経営者のためのビジネス戦略塾」 

齋藤一朗 

北海道新聞 3月 10日
「日銀が量的緩和解除 道内景気再失速の恐れも」

（コメント） 

読売新聞   
4月-12月

(地方)
コラム｢しまふくろう｣(１１回)（執筆） 

日本IBM／ CANON IT 

Conference2005 
4月27日

札幌ＩＴカロッツエリアが目指す変革と挑戦（講

演） 

緑丘会小樽支部 7月4日
ビジネス創造センターの挑戦 ━ 新産業創出支

援（講演） 

北海道中小企業家同

友会HOPEものづくり

研究会 

8月10日 これからのモノづくり経営能力論（講演） 

帯広信用金庫 8月26日 「おびしん地域経営塾」ワークショップ（講師） 

小樽市 10月18日 小樽市老壮大学講座（講演） 

下川哲央 

札幌税理士会 11月7日 北海道の企業にとって、今、何が課題か（講演） 
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北海道トランポリン

協会機関誌「翻天」

Vol.24         

5月
7期：14年間の理事長職を振り返って・・・（寄稿）

北海道体操連盟機関

誌「体操・北海道2005」 
6月 「第12回世界体操祭」視察記（寄稿） 

小樽商科大学トラン

ポリン競技部紙「翔

舞」（号外版） 

8月 楽しさの享受と一致団結の姿勢を（寄稿） 

「一連」 鴨下公一さ

んを語る想い出集   
11月

寛大にして中庸だった「鴨下公一さん」を偲ぶ（寄

稿） 

小樽商科大学トラン

ポリン競技部「冬季強

化合宿」特別研修   

12月

「あがり」をどうとらえ、どう克服するか？／ 

「トランポリン競技選手として、いかに上手になる

か ？ 」 － 顧 問 ・ 監 督 の 立 場 か ら の 提 言 －

（講義・資料提供） 

小樽商科大学トラン

ポリン競技部機関誌 

「展海・回天」Vol.23 

3月 Hurray Hurray  Yuutaro（寄稿） 

田野有一 

北見工業大学トラン

ポリン競技部機関誌

「微光」Vol. 31 

3月 質問とお願い、そして感謝を・・・（寄稿） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29



 
 

 30


