
Ⅶ．ビジネス創造センター関連新聞・雑誌記事 

 

平成 22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。（コピーは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  [ ]内は関連スタッフ 紙名／誌名 巻号/日付（頁） 
マチの市場奮闘：丁寧な説明接客に魅力[近藤研究部スタッ

フ] 
北海道新聞 4.3(25)札幌 

札幌三越が食品専用カード導入：お得感で顧客獲得狙う[近

藤研究部スタッフ] 
北海道新聞 4.6(23)札幌 

購買意欲の醸成狙う：消費者反応（上海に挑む：小樽発の

ビジネス 2）[海老名センター長] 
北海道新聞 4.8(20) 

上海市場開拓へ戦略は[海老名センター長]＊ 北海道新聞 4.10(25) 

ドラッカーは北海道が最も熱い 独自に発展する読書会の

実践法[佐藤等、土井尚人学外協力スタッフ] 

週刊ダイヤモン

ド 
4.17(44-48) 

売り込め「商大ラーメン」：東京でフェア「大学は美味しい」 

6月に初参加「学生確保の好機」[中村研究部主任]＊ 
北海道新聞 4.21(28) 

DVD ブック『カラコルム／花嫁の峰チョゴリザ』の刊行に携

わって[澤田教授] 

小松左京マガジ

ン 

第 37巻

/4.28(37-41) 

小樽に若者の発想を！商大生「マジプロ」スタート＊ 小樽ジャーナル 5.26 

観光振興商大生が本気：マジプロ課題克服へ授業始まる＊  北海道新聞 5.28(25) 

よみがえったフィルム（うたた寝）[澤田教授] 日本経済新聞 5.29夕(5)東京 

学生の知恵で活気を：街に出て課題を解決 

 小樽商大 キャリア教育（新教育の森ほっかいどう）＊ 
毎日新聞 6.4(22) 

知識とアイデア問われた 120 分：おたる案内人「マイスタ

ー検定」 受験者の減少課題[海老名センター長] 
北海道新聞 6.8(26) 

「夏だ！小樽がらす市だ！」 潮まつりの 7/23～25に開催

[海老名センター長] 
小樽ジャーナル 6.8 

がらす市に 34 工房：グラスデザイン公募も（第 44 回おた

る潮まつり）[海老名センター長] 
北海道新聞 6.9(30) 



 
アジア諸国の生産力学ぶ：道内ものづくり産業戦略懇[海

老名センター長] 
北海道建設新聞 6.12(1) 

小樽が撮影拠点「海空」発刊：ファッション、暮らしの

無料情報誌[近藤研究部スタッフ] 
北海道新聞 6.14(25) 

冤罪報道など議論：読者と道新委[海老名センター長] 北海道新聞 6.16(30) 

背景取材綿密に：読者と道新委員会[海老名センター長] 北海道新聞 6.17(9) 

小樽活性化策を発表：潮見台中の 3 年生[大津副センター

長] 
北海道新聞 6.18(31) 

大丸札幌店が好調の理由（インタビュー）[近藤研究部ス

タッフ] 
観光会議ほっかい

どう 
夏号 

「圏域共生ビジョン懇談会」始まる 北しりべし「定住

自立圏構想」[澤田教授]＊ 
小樽ジャーナル 7.5 

共生ビジョン議論へ：小樽と５町村定住自立圏 懇談会

が初会合[澤田教授]＊ 
北海道新聞 7.6(23) 

次世代車部品拠点に：道内ものづくり産業戦略懇提言：

誘致策など議論へ[海老名センター長] 
日本経済新聞 7.21(31) 

道内製造業振興のカギは：道や主要企業素案まとめる[海

老名センター長] 
北海道新聞 7.21(9) 

検討会立ち上げ来春最終報告へ：ものづくり産業戦略懇

談会 中間報告[海老名センター長] 
北海道建設新聞 7.21(2) 

観光案内達人にお任せ：ご当地検定の知識と経験武器[海

老名センター長] 
北海道新聞 7.21(24) 

受賞デザイン形に：小樽がらす市 グラスコンテスト作

品づくり進む[海老名センター長] 
北海道新聞 7.22(24) 

潮まつりの 3日間 手宮線で「小樽がらす市」[海老名セ

ンター長] 
小樽ジャーナル 7.23 

大輪、風鈴色とりどり：がらす市盛況 全国 34工房一堂

[海老名センター長] 
北海道新聞 7.24(28) 

2年ぶり 100万人突破：天候回復で 「がらす市」も盛況

[海老名センター長] 
北海道新聞 7.27(20) 

訪れるたび、違う楽しさ（百貨店は変わったか 札幌の

攻防：上）[近藤研究部スタッフ] 
朝日新聞 7.30(29) 

就職で問われる「社会人基礎力」樽商大 異世代交流授

業に導入＊ 
北海道新聞 8.6(23) 

小樽の歴史 じっくり 団塊世代向け講座に 22 人[海老

名センター長] 
北海道新聞 9.3(25) 



 
商大グッズ、まさに実学（しりべし風しるべ第 3 部 た

くましく稼ぐ(5) 若い芽）[中村研究部主任] 
北海道新聞 9.5(29) 

小樽商大の観光実証実験 拡張現実の技術提供 NTT コ

ムウェア[深田総務部主任]＊ 
日経産業新聞 9.6(7) 

「密着型」へ戦略必要 地域金融機関の将来は（教えて！

エコノゼミ）[齋藤研究部スタッフ]＊ 
北海道新聞 9.8(10) 

市民と行政 “協働“推進道半ば（4選不出馬 検証山田

市政 5）[大津副センター長] 
北海道新聞 9.9(27) 

小樽の魅力弱点あり イメージと実態に大きな差 樽商

大ビジネス創造センター長海老名さんに聞く＊ 
北海道新聞 9.11(28) 

スマートフォンで観光情報提供 商大が実証実験[深田

総務部主任]＊ 
小樽ジャーナル 9.18 

小樽の観光情報手軽に：企業と樽商大生が実証実験[深田

総務部主任]＊ 
北海道新聞 9.19(2) 

巨大市場浸透に壁（昇竜 vs.道流 中国と北海道（中））[海

老名センター長] 
朝日新聞 9.23(27) 

「本気で考えた」活性化案聞いて：樽商大 2 年生がきょ

う中間発表 
北海道新聞 9.23(26) 

商大生のマジプロ 市内 2ヶ所で中間発表会 小樽ジャーナル 9.23 

築港でナイトクルージング 中国へ PR通訳育成が重要：

小樽商大「マジプロ」市民向けに中間発表 
北海道新聞 9.25(29) 

「高齢者不明」どう報道：本社で読者と道新委員会[海老

名センター長] 
北海道新聞 10.6(30) 

道民の目線意識して：読者と道新委員会[海老名センター

長] 
北海道新聞 10.7(9) 

小樽経済活性化あす３氏が論議[海老名センター長] 北海道新聞 10.8(24) 

商大生と商店街コラボ企画！クロスワードゲーム開催 

10/16～24[マジプロ] 
小樽ジャーナル 10.13 

クロスワードで商店街巡ろう：小樽商大生企画あすから

[マジプロ] 
読売新聞 10.15(33) 

クロスワード鍵は商店街に：ラリーきょう開幕：樽商大

生が企画[マジプロ] 
北海道新聞 10.16(26) 

正解探し商店街巡る：クロスワードラリー開幕 小樽[マ

ジプロ] 
北海道新聞 10.17(35) 

商店街マジで活性化：小樽商大生が発案 24 日までクロ

スワードパズルラリー 
朝日新聞 10.19(28) 



市立新病院に疑問続出！特別講演会「とことん知りたい

樽病新築」[堺情報資料部スタッフ] 
小樽ジャーナル 10.22 

対中国貿易学ぼう：あすセミナー[海老名センター長] 北海道新聞 10.26(24) 

どうする市立病院統合・新築講演会から[堺情報資料部ス

タッフ] 
北海道新聞 10.26(25) 

北しりべし共生ビジョン懇談会 活動の方向性 24件提言

[澤田教授] 
小樽ジャーナル 10.29 

小樽の知名度生かせ：対中ビジネス可能性探る：輸出増

目指しセミナー[海老名センター長] 
北海道新聞 10.30(27) 

小樽観光 上期は微増：共生ビジョン「圏域活性化目指

す」：市長会見[澤田教授] 
北海道新聞 10.30(25) 

住民会議の設置を：共生ビジョン懇が提言：定住自立圏

[澤田教授] 
北海道新聞 10.30(27) 

小樽市 5町村事業計画を策定：定住自立圏構想[澤田教授] 北海道新聞 10.30(4) 

北後志で住民会議を：定住自立圏 懇談会、小樽市に提言

[澤田教授]＊ 
読売新聞 10.30(33) 

狸小路（札幌）の魅力発掘はコミュニケーションから始

まる（インタビュー）[近藤研究部スタッフ] 
しゃりばり 11月号(11-18) 

外資との距離探る：開発進むニセコ[海老名センター長] 朝日新聞 11.1(17) 

経営学者・ドラッカーの教訓生かして：樽商大 OBの佐藤

さん講演[佐藤等学外協力スタッフ] 
北海道新聞 11.1(21) 

樽商大生育成で意見交換：あす「一日教授会」[マジプロ] 北海道新聞 12.4(24) 

市民と意見交換 商大の一日教授会×マジプロ 小樽ジャーナル 12.5 

小樽商大生が活性化策提案：地元住民と会合 朝日新聞 12.6(24) 

商大にモノ申す：一日教授の市民が意見[マジプロ]＊ 北海道新聞 12.7(22) 

小樽の将来マジ討論：商大生グループ研究発表で参加者

と 
読売新聞 12.7(29) 

市民つなぐ役割を自覚：商大マジプロ（後志 2010ニュー

スの軌跡 2）＊ 
北海道新聞 12.8(23) 

深田秀実さん（45）：盛岡市職員から准教授に転身（商大

1世紀百人百話 14）＊ 
北海道新聞 12.29(21) 

リゾート開発、外資と共存（HOKKAIDO をデザインする第

1部変革への胎動 2）[海老名センター長]＊ 
日本経済新聞 1.31(31) 

札幌在住のドラッカー研究者 佐藤等さん（興味深人 

土曜インタビュー）[学外協力スタッフ] 
北海道新聞 1.15(16) 

佐藤等さん（４９）：OBでドラッカー研究者（商大 1世紀

百人百話 17）[学外協力スタッフ] 
北海道新聞 1.29(24) 



 
携帯電話で道案内：市内の企業 まず iPhoneで（’11雪

あかりの路）[木村情報資料部スタッフ]＊ 
北海道新聞 2.12(25) 

海外からの投資受入準備を：札幌でフォーラム[海老名セ

ンター長・大津副センター長]＊ 
北海道新聞 2.16(9) 

IT 活用の観光考える：23 日セミナー参加者を募集＊ 読売新聞 2.18(27) 

「観光に IT 活用」商大関係者ら報告：あすセミナー＊ 北海道新聞 2.22(26) 

裁判員裁判など議論：本社で読者と道新委[海老名センタ

ー長] 
北海道新聞 2.23(34) 

観光振興に IT 活用を：樽商大教授らがセミナー＊ 北海道新聞 2.24(28) 

制度の先見据えて：読者と道新委員会[海老名センター

長] 
北海道新聞 2.24(23) 

IT 技術使って観光活性化＊ 北海道新聞 2.24夕(12) 

1次産業に影響 TPP反対大勢：JAなど札幌でシンポ[海老

名センター長] 
北海道新聞 3.9(4) 

小樽はまち全体がビジネス 市民全体の協力が不可欠：

小樽商科大学ビジネス創造センター長 海老名誠さんに

インタビュー 

きらっと小樽 第 30号/3月(2) 

 
 
 


