
Ⅶ．ビジネス創造センター関連新聞・雑誌記事 

平成 17 年度中に新聞・雑誌等に掲載された当センターに関連する記事の一覧です。 

見出し末尾に＊のある記事はコピーを掲載しております。（著作権の都合上、Web 版

では記事コピーは掲載いたしません） 
見 出 し  [ ]内は備考 紙名／誌名 日付（頁）／号

実験室から「使い勝手」 小樽商大に施設 ＊ 北海道新聞 4/5(9) 
起業家の販路開拓支援 さっぽろ起業家総合支援協議会 

［海老名副センター長：審査委員］ 
日本経済新聞 4/12(12) 

＜しまふくろう＞変革の春  

［下川哲央センター長執筆］＊ 
読売新聞 4/12(北海道）

小樽商大 産学連携を推進 道中小企業家同友会に入会 ＊ 読売新聞 4/23(北海道）

道経産局、バイオＶＢ成長支援 退職者がノウハウ伝授 

［学外協力スタッフ・土井尚人氏］ 
日本経済新聞 

5/3(35 北 海

道) 
小樽商大 商工会議所に入会 札幌と小樽 企業と連携狙

う ＊ 
北海道新聞 5/5(28) 

＜しまふくろう＞ミズバショウ 

［下川哲央センター長執筆］ 
読売新聞 5/10(北海道）

小樽の物産 東アジアに 産学官の研究会が発足 ＊ 北海道新聞 
5/11(24 

小樽・後志) 
バイオＶＢ向け技術伝授ネット 北海道経産局 

［学外協力スタッフ 土井尚人氏］ 
日経産業新聞 5/11(17) 

頑張れベンチャー 札幌市が「元気ファンド」 

［学外協力スタッフ・松田一敬氏］ 
北海道新聞 5/13(2) 

札幌市がＶＢファンド 全国初の地域密着型 

［学外協力スタッフ・松田一敬氏］ 
日本経済新聞 

5/13(35 北海

道) 
教員と学生有志が制作へ始動 商大の魅力 ビデオで 

［大津研究部主任］ 
北海道新聞 

5/19(25 

小樽・後志) 
＜しまふくろう＞大学に必要な新人材  

［下川哲央センター長執筆］＊ 
読売新聞 6/1(北海道） 

平岩さんら6人が講師 ２１日から市民大学講座 テーマは

「現代を生きる」 ［海老名副センター長出講］＊ 
北海道新聞 

6/1(33 小樽・

後志) 
世界ブランドに育成 小樽産ガラス工芸品 

［海老名副センター長：ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業プ

ロジェクト実行委員］＊ 
日本経済新聞 

6/11(33 北海

道) 

小樽商科大学の挑戦！ 大学とビジネスとのつながり ＊ WING Sapporo 8 月号 
民間と共同研究 VB の起業支援 小樽商大と札医大提携

＊ 
日本経済新聞 7/8(35 北海道)
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国際取引の要点学ぶ 室蘭で研究会 小樽商大中村教授が

講演 ［中村総務部スタッフ］＊ 
室蘭民報 7/12 夕(1) 

＜活かせるか中国＞道内企業の挑戦４ 
［海老名副センター長］＊ 

日本経済新聞 
7/27(35 北海

道) 
＜提言／ほっかいどう経済＞産学官で新産業創出 
［海老名副センター長執筆］＊ 

北海道新聞 7/31(10） 

運輸業界対象に人事労務講習会 来月から小樽で ＊ 北海道新聞 
8/10(31 
小樽・後志) 

ソフト開発の管理者を育成 小樽商大など 
［学外協力スタッフ・松田一敬氏］＊ 

日本経済新聞 
8/17(31 北海

道) 
ソフトウェア技術を学ぼう 6 日、札幌で講習会 
［札幌ＩＴカロッツェリア 平沢情報資料部スタッフ］＊ 

北海道新聞 8/24(9) 

＜しまふくろう＞公正で強い北海道を 
［下川哲央センター長執筆］ 

読売新聞 9/3(北海道) 

＜戦いの秋＞上‘０５衆院選若手の選択 官頼み脱却、覚悟

が必要 ［学外協力スタッフ・土井尚人氏］ 
日本経済新聞 9/7(35 北海道)

＜戦いの秋＞下‘０５衆院選若手の選択 抜け落ちる地方の

視点  [齋藤研究部スタッフ] 
日本経済新聞 9/9(35 北海道)

足どり重い景気回復 北海道レポート 
［海老名副センター長執筆］＊ 

週刊世界と日

本 
9/19(5) 

＜広告＞日経ビジネスクリエーション塾 
［瀬戸フェロー／学外協力スタッフ 土井尚人氏／松本フ

ェロー参加］＊ 
日本経済新聞 

9/23(31 北海

道) 

＜しまふくろう＞秋に思う 
［下川哲央センター長執筆］＊ 

読売新聞 9/28(北海道) 

台湾でキャンペーン 小樽の観光やガラス工芸・・・ 
［海老名副センター長参加］＊ 

北海道新聞 
9/29(30 
小樽・後志) 

大学発 着々と ベンチャー企業設立へ協定締結 小樽商

大と札医大、道東海大 ＊ 
北海道新聞 10/2(36) 

小樽商大が札医大 北東海大と協定 国・公・私立道内初 ＊ 読売新聞 
10/2(36 北海

道) 
台湾に「小樽」売り込め！ 百貨店で物産観光フェア 
［海老名副センター長参加］＊ 

読売新聞 
10/7(31 北海

道) 
技能継承を研究 キャリアバンク  
［瀬戸フェロー］＊ 

日本経済新聞 
10/8(33 北海

道) 
小樽の魅力台湾でＰＲ 
［海老名副センター長参加］＊ 

北海道新聞 10/9(33) 
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札医・道東海大研究成果を提供 小樽商大と連携 ＊ 朝日新聞 
10/10(28 北海

道) 
小樽の商機東アジアに 産学官が連携し市場開拓目指す 
［海老名副センター長参加］＊ 

北海道新聞 10/18(28) 

小樽商大が連携協力協定を締結 「文理融合」で札幌医大・

北海道東海大と ＊ 
文教速報 10/19(6) 

名刺入れ 商大グッズに 
［中村総務部スタッフ］＊ 

北海道新聞 
10/19(27 
小樽・後志) 

東アジアを市場に 台湾の小樽フェア(中) 関心の高さ示す

アンケート結果 ［海老名副センター長参加］＊ 
北海道新聞 

10/20(33 
小樽・後) 

＜しまふくろう＞自転車運転免許証 
［下川哲央センター長執筆］ 

読売新聞 10/21(北海道)

「小樽フェア」台湾で好評 
［海老名副センター長参加］＊ 

読売新聞 
10/21(25 北海

道) 

地方で産学官連携 R&B 構想 道、年度内に旭川で ＊ 日本経済新聞 
10/21(35 北海

道) 
小樽商科大学 札幌医科大学と北海道東海大学との間で「文

理融合による連携協力協定」を締結 ＊ 
文教ニュース 10/24(37) 

小樽商大と共同研究 中間管理職どう育てる キャリアバ

ンク［瀬戸フェロー］＊ 
北海道新聞 10/26(11) 

「日中の協力関係を」経済テーマ、小樽商大でシンポ 
［海老名副センター長参加］＊ 

北海道新聞 
10/30(32 
小樽・後志) 

高い関心を集めた小樽のガラス工芸品 台湾で「小樽ガラス

展」開催および市場調査を実施 ［海老名副センター長参加］

＊ 

小樽商工会議

所 会 報 SEA 
PORT WALZ 

11 月号(8) 

＜広告 日経ビジネスクリエーション塾＞教育や研究成果

を地域に還元 新しい産業生み出す原動力に ［瀬戸フェロ

ー／学外協力スタッフ 土井尚人氏／松本フェロー参加］＊

日本経済新聞 11/4(20,21) 

＜しまふくろう＞フリーターと社会 
［下川哲央センター長執筆］ 

読売新聞 11/12(北海道)

＜特集・企業再生に向けて＞小樽商科大学客員教授 田浦一

史氏に聞く ＊ 

帝国データバ

ンク／TEIKO 
KU NEWS 北

海道版 

11/28 
No.4308(8-9) 

欠かせぬ文系の経営戦略／人材育成も支援 小樽商大・下川

ビジネス創造センター長 ＊ 
北海道新聞 1/16(10) 

地域貢献活動テーマ 小樽商大がセミナー ＊ 北海道新聞 
1/28(27 
小樽・後志) 
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＜催し＞地域貢献セミナー ＊ 北海道新聞 2/3(13) 
＜催し＞産学連携研究成果報告会 ＊ 北海道新聞 2/4/(9) 
＜情報プラザ／講座・講演会＞小樽商科大学ビジネス創造セ

ンターの地域貢献セミナー ＊ 
読売新聞 2/8 夕(北海道)

団塊シニアは起業を目指す 長年の人脈・技術活用 
［海老名副センター長］＊ 

朝日新聞 2/9(32 北海道)

地域への貢献活動 小樽商大が報告会 ＊ 北海道新聞 
2/16(33 
小樽・後志) 

北洋銀が懸賞金増呈 樽商大募集論文 ＊ 北海道新聞 3/10(11) 
道内景気再失速の恐れも 小樽商大・斎藤一朗助教授に聞く 北海道新聞 3/10(8) 
「小樽に行きたい」90％ 台湾でのアンケート集計 
［海老名副センター長参加］＊ 

北海道新聞 
3/11(32 
小樽・後志) 

研究事業化へ初フォーラム 札医大と小樽商大 ＊ 北海道新聞 3/29(11) 
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