
Ⅶ．ビジネス創造センター関連新聞・雑誌記事 

 

平成 20年度中に新聞・雑誌等に掲載された当センター、センター関係者、小樽商科大学

の産学官連携に関連する記事の一覧です。 

見出し末尾に＊のある記事は特にＣＢＣ活動に関連のある記事とコピーを掲載しており

ます。（印刷体のみの掲載です。インターネット上では公開しておりません） 
（日付順 特に記載がない限り、新聞は小樽市域販売のもの） 

見 出 し  [ ]内は備考 紙名／誌名 巻号/日付（頁） 
地域経済研究へ産学連携：北洋銀 商大講座に助成、情

報 
読売新聞 4.3(地方) 

実学の伝統磨き前進：小樽商大・山本新学長に聞く 北海道新聞 4.4(26) 

地域活性化へ共同研究：小樽商大と北洋銀 朝日新聞 4.4(地方) 

ロケ地情報、携帯で：樽商大など産学官連携 撮影誘致

も視野[木村情報資料部スタッフ] 
北海道新聞 4.8(22) 

地方議員の働き簡単ネット検索：樽商大・木村准教授ら

システム研究 
朝日新聞 4.13(29) 

知名度アップに貢献：ガラス工芸世界ブランド化事業[海

老名センター長参加] 
北海道新聞 4.19(29) 

職業教育の入門書執筆：樽商大・キャリアバンク 北海道新聞 5.8(9) 

小樽フィルムコミッション HP 一新[木村情報資料部スタ

ッフ] 
小樽ジャーナル 5.26 

商大協力 HP刷新：小樽フィルムコミッション[木村情報資

料部スタッフ] 
北海道新聞 5.27(25) 

台湾商談会の結果報告 東アジア・マーケットリサーチ

事業[海老名センター長参加] 
小樽ジャーナル 6.10 

小樽の 3社契約成立：台湾での商談会[海老名センター長

参加]＊ 
北海道新聞 6.11(26) 

新聞記事に学ぶ札幌のビジネス：樽商大教授が講義[近藤

研究部主任] 
北海道新聞 6.22(6) 

地方議会の情報サイトに：北武グループ樽商大と共同研

究[木村情報資料部スタッフ] 
北海道新聞 7.10(11) 

えっ、トリカブトが薬に!?：道薬科大で植物講座[開催協

力] 
北海道新聞 8.3(28) 

あす熱中症フォーラム 北海道新聞 8.8(30) 

大学発ベンチャー道内 75 社に：全国 6位バイオ分野 52％ 読売新聞 8.23(地方) 



 
ネット申し込み開始：おたる案内人 11 月に検定[海老名

センター長参加] 
北海道新聞 8.27(27) 

小樽の店サイトで選んで：商大生飲食店 700軒を紹介 年

内に運営会社設立[木村情報資料部スタッフ] 
北海道新聞 9.2(23) 

学生が飲食店 700 軒紹介の HP 北海道新聞 9.2夕(12) 

小樽・福島・滋賀の 3 大学で公開シンポ 小樽ジャーナル 9.29 

香港へ「小樽」売り込め：経済関係者ら商談会へ次々 カ

ジノ視察も[海老名センター長参加]＊ 
北海道新聞 9.20(33) 

地域再生策を探る：樽商大との連携講座室工大で開講 北海道新聞 9.21(30) 
地域再生システム論：多角的視点で開講 室工大、小樽

商大共同 
室蘭民報 9.21 

北海道商談会が盛況：香港 小樽など 22 社 地元バイヤ

ーで熱気[海老名センター長参加] 
北海道新聞 9.24(23) 

貿易協定樽商大教授が解説：札幌で 11 月達人講座[海老

名センター長講師] 
北海道新聞 9.28(5) 

2 大学を招き地域貢献議論：樽商大 29 日シンポ＊ 北海道新聞 9.27(31) 

どう育てる運河クルーズ[共同研究]＊ 北海道新聞 9.28(35) 

地場産業ブランドに：樽商大など 3 大学公開シンポ 地

域連携の事例発表＊ 
北海道新聞 9.30(27) 

小樽の食品香港で人気：商談会で 5 社売り込み[海老名セ

ンター長参加] 
北海道新聞 9.30(26) 

独製薬大手と 88 億円契約：北大発ベンチャー[設立支援] 北海道新聞 10.3(13) 
地域の声受け活性化：樽商大が「一日教授会」＊ 北海道新聞 10.18(29) 

香港で道産品売り込む[海老名センター長参加] 北海道新聞 10.20(32) 

コープさっぽろは樽商大と戦略研究 北海道新聞 10.21(10) 

福祉・子育て支援小樽商大と研究：コープさっぽろ 日本経済新聞 10.21(地方) 

共同でビジネススクール：コープさっぽろ小樽商大と連

携 
日本食糧新聞 10.24(3) 

「商大生が小樽の観光について本気で考えるプロジェク

ト」 
小樽ジャーナル 11.13 

小樽観光本気（マジ)で考えます：商大生、企画提言へ 2
月コンペ 

北海道新聞 11.14(28) 

商大生による小樽観光プロジェクトスタート 小樽ジャーナル 11.20 

観光振興「斬新案を」：小樽商大の「本気プロ」始動 北海道新聞 11.21(29) 

大学生の視点で小樽観光考える：樽商大で講義 市、施

策に活用へ＊ 
朝日新聞 11.21(32) 

商大生が小樽観光を“視察” 小樽ジャーナル 11.22 



中ロと貿易推進を：あすから 市が初の市場調査 北海道新聞 11.22(30) 

商大生小樽観光を研究：市場調査、商品開発など 読売新聞 11.27(地方) 

アジアとの連携に活路を：『蟹工船』ブームでツアーやセ

ミナーが（小樽メール)[海老名センター長執筆]＊ 
週刊世界と日本 第 1826号(5) 

「考え抜く力」実践で育成：樽商大の本気プロ 北海道新聞 12.6(29) 

道産品の販路拡大を：ロシア沿岸で市場調査[海老名セン

ター長委員長、富樫コーディネーター参加]＊ 
北海道新聞 12.9(21) 

地域再生－学術研究で支援へ：「地域活性学会」発足 イ

ンフラ整備のあり方提案 
日刊建設工業新聞 12.16(1) 

道内企業の医療参入支援：室工大、札医大、樽商大など

が研究会＊ 
北海道新聞 12.17(1) 

地域活性化へ学会 実践的な政策提言：20 日に設立総会 日本農業新聞 12.18(5) 

地域再生 政策提言へ：樽商大など 22 大学が学会 北海道新聞 12.21(31) 

地域活性学会が発足：初代会長に清成忠男法大学術顧問

地域の再生支援へ 
日刊建設工業新聞 12.24(4) 

加賀寿さん：北海道医療産業研究会会長に就いた室工大

教授（ひと 2008) 
北海道新聞 12.29(3) 

団塊世代「地域デビュー」を：小樽、札幌で講座 読売新聞 1.8(地方) 

団塊世代を小樽ファンに：市と樽商大が集中講座企画 北海道新聞 1.14(26) 

「歴史館」プレオープン：あす出世前広場に 経済人な

ど紹介 
北海道新聞 1.14(23) 

商大生が考える小樽観光 8 グループが提案 小樽ジャーナル 1.16 

歴史建築ハンドブック発刊 小樽再生フォーラム[今野

助手執筆参加] 
小樽ジャーナル 1.16 

小樽の建物みてある記：市民団体が企画、出版旧日銀支

店など 87 件[今野助手執筆参加] 
読売新聞 1.16(地方) 

商大生が観光提言：国際、滞在など研究 朝日新聞 1.17(23) 

樽商大生が制作会社：地域の情報ウェブサイトで発信[木
村情報資料部スタッフ] 

北海道新聞 1.17(24) 

歴史的建築物を紹介：小樽の市民団体、書籍発刊[今野助

手執筆参加] 
毎日新聞 1.17(22) 

小樽観光国際化へ会話や地図が弱点：商大生、中間発表

で改善策 
読売新聞 1.20(地方) 

本を手に建物散歩を：小樽再生フォーラム小冊子を発行

[今野助手執筆参加] 
北海道新聞 1.20(27) 

小樽市に実行委発足：中・露で地場産品の市場開拓[海老

名センター長委員長] 
読売新聞 1.22(地方) 



 
小樽港活用策は：ロシア貿易の最新事情聞く[海老名セン

ター長委員長]＊ 
北海道新聞 1.22(23) 

狂言師・野村万作さんの市民公開講演会[今野助手運営参

加] 
小樽ジャーナル 1.22 

野村万作さんが講演：小樽市能楽堂保存にエール[今野助

手運営参加] 
読売新聞 1.24(30) 

港の繁栄、スライドで回顧：「小樽たてもの散歩」刊行記

念 北村さん、湊さんが対談[今野助手執筆参加] 
北海道新聞 1.26(31) 

人間国宝野村万作さん狂言の魅力語る：来月小樽で後援

会[今野助手運営参加] 
北海道新聞 1.27(11) 

商大生が本気で変える?!：観光活性化へ 3 月に最終提言書 おたる新報 2.1(1) 

小樽の建物を巡るガイドブック刊行：再生フォーラム/記
念座談会も[今野助手執筆参加] 

おたる新報 2.1(2) 

人間国宝、野村万作小樽で講演会を開催：27 日マリンホ

ールで[今野助手運営参加] 
おたる新報 2.1(2) 

運河の街 散策の友に[今野助手執筆参加] 朝日新聞 2.1(地方)  

キャンパスベンチャーグランプリ北海道、小樽商大・栗

城さんら表彰[近藤研究部主任]  
日刊工業新聞 2.3(3) 

商大生国際ビジネス着手：9 人、ゼミで取引の流れ体験[中
村総務部スタッフ] 

北海道新聞 2.4(23) 

札幌・イーベックの衝撃：バイオベンチャー初の大型ラ

イセンスはこうして生まれた[瀬戸フェロー、土井尚人学

外協力スタッフ] 

産学官連携ジャー

ナル 
Vol.5 No.1(13-1

5) 

座談会：観光地小樽はオール小樽でカジノ誘致を！[海老

名センター長出席] 
CASINO Japan 

No.25 2009年春

号(42-51) 

商大生の本気プロ２グループが全国大会予選へ 小樽ジャーナル 2.6 

社会人基礎力育成グランプリ：大学生が競う 優秀９チ

ーム、決勝へ 
毎日新聞 2.11(21) 

商大「本気プロ」が優秀賞３月決勝大会へ 小樽ジャーナル 2.12 

地域貢献３大学が知恵を：樽商大 札医大 室工大 医

療 介護 福祉 
北海道新聞 2.13(27) 

札医大・樽商大・室工大合同企画フォーラム「地域社会

における医療、介護、福祉の最前線」 
北海道新聞 2.19(29) 

ポケットサイズの歴史本「小樽學」発行 NPO 歴文研[海

老名センター長執筆] 
小樽ジャーナル 2.21 

道内３単科大が共同フォーラム 北海道新聞 2.22(33) 



 
「JICA」留学生セミナー小樽の産学官を学ぶ[海老名セ

ンター長講演] 
小樽ジャーナル 2.25 

商大本気プロ 3/14 に成果発表会 小樽ジャーナル 2.26 

人間国宝･野村万作さん講演 聴衆から大きな拍手[今野

助手運営参加] 
小樽ジャーナル 2.27 

商人の礎 若者の夢応援：小樽歴史館をオープンする簑

谷修さん（小樽市) 
読売新聞 2.27夕(地方) 

小樽の地域振興策学ぶ：JICA 留学生セミナー始まる[海

老名センター長講演] 
北海道新聞 2.28(30) 

小樽港、上海で PR：視察団きょうから訪問[海老名セン

ター長参加] 
北海道新聞 3.1(32) 

商大生、決勝大会へ：社会人の基礎力育成 国の発表会

＊ 
北海道新聞 3.3(24) 

産学官の連携あす成果報告：札幌で小樽商大＊ 北海道新聞 3.5(30) 

商大の本気プロに特別奨励賞 小樽ジャーナル 3.6 

小樽観光活性化まかせて！：商大「本気プロ」14 日に成

果発表＊ 
北海道新聞 3.11(28) 

OB の経済人販路取り持つ：商大生が委託・製造コインケ

ース[中村総務部スタッフ] 
北海道新聞 3.13(30) 

商大生の本気プロ成果発表会 小樽ジャーナル 3.14 

小樽観光アイデア続々：樽商大生「本気プロ」の発表会

＊ 
北海道新聞 3.15(33) 

地図やプラン案商科大生が提言：小樽の観光に若者のア

イデア 
朝日新聞 3.15(地方) 

歴史軸に小樽を発掘：地元 NPO が月刊誌来月創刊[海老

名センター長執筆参加]＊ 
北海道新聞 3.15(35) 

金融、経済正しい知識を：道内銀行、大学など教材開発、

小中校で授業 
北海道新聞 3.16(11) 

小樽観光商大生が提言：グループ研究の成果発表会 読売新聞 3.18(地方) 

商店街、ネットで集客：小樽商大の学生グループまず仮

想版狸小路[近藤研究部主任]＊ 
日本経済新聞 3.18(地方) 

小樽商大グループ、商店街の再現サイト、まず札幌・狸

小路と事業化。[近藤研究部主任] 
日経 MJ 3.30(13) 

 


