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Ⅶ．ビジネス創造センター関連新聞・雑誌記事 

 

平成 21 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に関連のある記事として掲載可能なもののコピ

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）

商大の『本気プロ』4か月の成果発表：4月から正規授業

スタート 
おたる新報 4.1(2)

小樽の魅力中国語で：産学官が案内パンフ＊ 北海道新聞 4.10(25)

再編引き金の可能性[齋藤研究部スタッフコメント] 毎日新聞 4.12(29)

商大生の「本気プロ」市長に提案書 小樽ジャーナル 4.21

中心部にスケートリンク：商大「本気プロ」市に提案書

＊ 
北海道新聞 4.22(26)

10 年前[ビジネス創造センター施設完成]＊ 北海道新聞 5.10(29)

商大生が小樽観光を本気で考える 2年目スタート 小樽ジャーナル 5.14

観光の活性化策探る：「本気プロ」正規科目で初講義＊ 北海道新聞 5.15(29)

千石涼太郎さん、神田山陽さん・・・豪華講師陣：あす

から受講生募集 来月、市民大学講座開講[海老名センタ

ー長講師] 

北海道新聞 5.20(25)

北海道今昔未来物語 国立大学法人小樽商科大学：地域

経済活性化の拠点ビジネス創造センター（広告）＊ 
朝日新聞 6.1

土産用ラベル商大生が発案：45 アイデア授業で発表[木村

情報資料部主任] 
北海道新聞 6.4(25)

本気の夢 運河にキラリ：小樽商科大学（大学を歩く）

＊ 
読売新聞 6.5(18)

未来予想図先輩に学ぶ：樽商大新入生のキャリア教育  北海道新聞 6.8(14)

北海道再生の道探る：樽商大 創立 100 年 全学研究事

業を開始＊ 
北海道新聞 6.12(28)

市民大学講座空席あり：応募前年の半分「当日券も販売」

[海老名センター長講師] 
北海道新聞 6.12(25)

小樽観光 運河クルーズで：地元企業来月から小型船運

航＊ 
北海道新聞 6.26(9)

「私たちの提案にご意見を」商大マジプロ中間発表会 小樽ジャーナル 7.1
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大学発ＶＢ道内で 77社に：3月末景気低迷で増勢鈍化 日本経済新聞 7.3(33)

文科省の事業に採択：道・函館市 水産資源の高度利用

知的クラスター 
日本経済新聞 7.4(31)

樽商大・本気プロ「学生を小樽に住まわせるには」：簡易

宿泊所など提案＊ 
北海道新聞 7.4(29)

商大生の“本気プロ”中間発表会 提案に市民から意見 小樽ジャーナル 7.7

「小樽運河クルーズ」運航開始 7/11（土）からスター

ト 
小樽ジャーナル 7.11

小樽の街並み水面から堪能：「運河クルーズ」初運航＊ 北海道新聞 7.12(26)

アジアとの関係重要：小樽商大海老名さん講演：市民講

座＊ 
北海道新聞 7.23（夕）(13)

「舟から街を眺めてみませんか？」菊地透さん Kazeru 8 月号(6)

小樽運河クルーズ楽し：カッターボートで船旅 1キロ 読売新聞 8.3(30)

21 世紀の日本製造業に求められるイノベーション戦略

（from Innovation ’09 Vol.3）（広告）[瀬戸フェロー]

＊ 

日本経済新聞 8.27(16)

小樽の文化や伝統団塊世代興味津々：シニアアカデミー

始まる＊ 
北海道新聞 9.2(24)

受講生 17 人評判上々：「小樽の財産を再確認」市と樽商

大の「シニアアカデミー」 
北海道新聞 9.6(27)

商大生デザイン珍味のラベルに：授業で考案 土産 6 品

に採用、ＨＰで販売[木村情報資料部主任] 
北海道新聞 9.7(28)

フェア好評輸出急増:販路拡大へ商談会参加 香港市場

狙う酒造業界（地域の経済 小樽）[海老名センター長委

員長]＊ 

北海道新聞 9.16(11)

地域活性化の方策は：樽商大で連携集中講座 北海道新聞 9.25(29)

「裁判員」報道を議論：札幌で「読者と道新委」[海老名

センター長参加]＊ 
北海道新聞 9.30(38)

報道 予断持たずに：読者と道新委員会[海老名センター

長参加] 
北海道新聞 10.1(7)

後志産食材 魅惑の一皿に：小樽でフードフェス 商大

も初参加し盛況＊ 
北海道新聞 10.9(26)

アジアと共に生きる（提言 2009 経済成長）[海老名セン

ター長寄稿]＊ 
北海道新聞 10.18(1)

アジア交流軸に地域活性化提言:道内学者ら研究機関 北海道新聞 10.22(11)
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商大生の小樽活性化策 今年も：1日「本気（まじ）プロ」

発表会＊ 
北海道新聞 10.29(25)

商大生と市民が意見交換「マジプロ 2009」成果発表会 小樽ジャーナル 11.1

もっと小樽知りたい：ご当地検定 1 日コース 歴史学び

市内見学 
北海道新聞 11.2(夕)(9)

対岸貿易促進へ「港同士連携を」：小樽 経営者らセミナ

ー[海老名センター長委員長] 
北海道新聞 11.5(25)

案内人と巡る光あふれる街：小樽「ツアー」始まる[海老

名センター長運営委員] 
北海道新聞 11.17(22)

寒地土木研究所／12 月 1 日に小樽市で技術者交流フォー

ラム[海老名センター長基調講演／大津副センター長パ

ネルディスカッションコーディネーター] 

日刊建設工業新聞 11.17(5)

12月1日にフォーラム／寒地土研[海老名センター長基調

講演／大津副センター長パネルディスカッションコーデ

ィネーター] 

建設通信新聞 11.17(6)

小樽の商品ネット販売：物産協会が買い物サイト開設 北海道新聞 11.18(26)

100 周年事業など意見交換：小樽商大 市民と「一日教授

会」 
北海道新聞 11.21(32)

中国市場に後志産品を：新たな販路（点描小樽港 110 年）

＊ 
北海道新聞 11.26(25)

受験者減、市民への浸透カギ「おたる案内人」検定スタ

ート 3年[海老名センター長運営委員] 
北海道新聞 11.27(22)

学生だからこそ提案できる斬新なアイデア（きらっ人

Voice 直撃インタビュー）[大津副センター長] 
きらっと小樽 

Vol.25 

2009 Winter(3)

北海道／12月 11 日に札幌市で経済活性化フォーラム 

[海老名センター長パネリスト] 
日刊建設工業新聞 12.8(6)

アジアと北海道の経済を考える：小樽商大ビジネス創造

センター長海老名誠さんが特別講演 
道新スポーツ 12.9

12 月 11 日に活性化フォーラム／北海道[海老名センター

長パネリスト] 
建設通信新聞 12.10(6)

アジアの中の北海道 発展の鍵は：来月 23 日、樽商大・

海老名さん講演＊ 
北海道新聞 12.13(6)

北海道／経済活性化フォーラム開く／今後の方向性考え

る[海老名センター長パネリスト] 
日刊建設工業新聞 12.15(5)

「アジアと北海道」樽商大教授が講演：札幌で来月 23 日 北海道新聞 12.16(夕)(9)

3 商店街と商大生のコラボ 雪あかりイベント 小樽ジャーナル 12.23
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公共事業依存どう脱却：来月 13 日に樽商大講座[田中総

務部主任講演] 
北海道新聞 1.10(6)

ホッケの魅力堪能：小樽で初フェア新料理続々と（’10

雪あかりの路）＊ 
北海道新聞 

1.15(24)

小樽の魚 コロッケに 水産加工 2 社：商大で試験販売

学生にも好評＊ 
北海道新聞 1.19(20)

中国と貿易、観光促進へ：小樽市長ら 28 日から上海入り

[海老名センター長参加]＊ 
北海道新聞 1.22(23)

企業誘致へ協議会設立：岩宇 4 町村など 12 団体[田中総

務部主任参加] 
北海道新聞 1.22(23)

写メで投稿イベント 商大生の雪あかりの路 小樽ジャーナル 1.22

ボールペン 商大グッズに：4年生女子 3人が企画 市内

5施設で販売[中村総務部スタッフゼミ] 
北海道新聞 1.26(20)

10 年前[第 1回ビジネスアイデアコンテスト] 北海道新聞 1.27(20)

中小企業を元気に 29 日経営セミナー [瀬戸フェロー講

演] 
北海道新聞 1.27(21)

小樽ブランド全国へ：シーネットがネット販売＊ 北海道新聞 1.28(24)

「ほっけ料理フェア in 雪あかり」14 軒でオリジナルメニ

ュー 
小樽ジャーナル 1.28

海の楽しみ方紹介「小樽うみ元気 魚市」 小樽ジャーナル 1.28

商大生、本気で盛り上げ：足湯、ライブ、借り物競走 北海道新聞 1.29(26)

和洋中ホッケ新メニュー＊ 北海道新聞 2.4(別冊 6)

借り物競走やがらす市：イベント盛り沢山 北海道新聞 2.4(別冊 6)

住民と地方議員を身近に ウェブで議事録検索[木村情

報資料部主任] 
小樽ジャーナル 2.8

自慢の一枚スライドに：商大生と商店街企画 携帯で撮

影の写真募集 
北海道新聞 2.11(22)

議事録をネット検索：樽商大などシステム開発[木村情報

資料部主任参加]＊ 
北海道新聞 2.12(4)

政権公約報道など議論：読者と道新委[海老名センター長

参加]＊ 
北海道新聞 2.17(32)

公平、冷静な視点で：読者と道新委員会[海老名センター

長参加] 
北海道新聞 2.18(14)

狸小路の常連になろう：樽商大生企画 あすから「はし

ご酒」[近藤研究部主任ゼミ] 
北海道新聞 2.22(30)

巨大市場に乗り込め（提言 2010 中国貿易）[海老名セン

ター長寄稿]＊ 
北海道新聞 2.28(1)
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中国（上海）市場調査に鎌田会頭、斎田企画・政策委員

長、畠山運輸・港湾副委員長が参加[海老名センター長参

加] 

小樽商工会議所会

報 
3 月号(2)

ものづくり戦略懇設立：道内産学官 8 日初会合 新たな

成長軌道に[海老名センター長参加] 
北海道建設新聞 3.4(1)

チアダンスで小樽応援 商大生が元気作り[木村情報資

料部主任指導] 
小樽ジャーナル 3.5

狸小路での「はしご酒」盛況：小樽商大生が初企画（プ

ラザ教育）[近藤研究部主任ゼミ] 
北海道新聞 3.6(33)

道内ものづくり戦略懇が初会合：7 月までに大枠[海老名

センター長参加] 
日本経済新聞 3.9(35)

街でチアダンス撮影会 商大生が小樽応援 [木村情報資

料部主任指導] 
小樽ジャーナル 3.9

「アジア」「エコ」照準：道内製造業 識者懇初会合 成

長戦略策定へ[海老名センター長参加] 
北海道新聞 3.9(11)

新たな成長軌道へ：第 1 回新潮流の中の道内ものづくり

産業戦略懇談会 [海老名センター長参加] 
北海道建設新聞 3.9(1)

小樽観光ＰＲチア部もひと役：商大生起業のＩＴ会社[木

村情報資料部主任指導] 
北海道新聞 3.10(29)

来月から連携：小樽のまちづくり団体 うみプロ 本気

プロ 来年築港地区舞台に＊ 
北海道新聞 3.16(27)

新ビジネス方策探る：「成長フォーラム」に 200 人[海老

名センター長分科会コーディネーター] 
北海道新聞 3.17(11)

小樽のうみ元気未来図（広告） 北海道新聞 3.24(20)

 


