
Ⅴ．その他の活動 

 

１．ＣＢＣ関連の寄稿、新聞・雑誌記事、放送記録 

 

『小樽商工会議所会報 Sea Port Waltz』連載「小樽商大ビジネス・ワンポイント」 

 

ビジネス創造センターが窓口となり、平成 20 年 7月より『小樽商工会議所会報 Sea Port 

Waltz』に「小樽商大ビジネス・ワンポイント」の連載をはじめました。 

毎号小樽商科大学の教員がそれぞれの知見を生かして，小樽の現状や活性化に関するア

ドバイス等を寄稿し，会員企業の経営や街づくりに有益な情報を提供しました。 

 

 
号 執筆者 タ イ ト ル 

 5 月号（第 439 号） 李 濟民 北海道経済の自立を考える 

 7 月号（第 440 号） 小林 友彦 グローバル化と法と小樽 

 9 月号（第 441 号） 福重 八惠 小樽が有する自然や食材から健康を見直す 

11 月号（第 442 号） 保田 隆明 インターネットメディアの活用でドッと来客 

 1 月号（第 443 号） 中川 喜直 
冬季小樽観光事業の新展開「スキー文化をアジアブランド

へ」 

 3 月号（第 444 号） 八木 宏樹 食品産業と地域振興を考える : 韓国・淳昌郡を例に 
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新聞・雑誌記事 

 

平成 23 年 4 月 1 日～24 年 3 月 31 日に新聞・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のコピーです。（コピーは

印刷体のみで，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  [ ]内は関係者備考 紙名／誌名 巻号/日付（頁） 

「小樽笑店」など 12 件助成：まちづくり協働事業[大津

フェロー] 
北海道新聞 5.18(25)

樽商大の「ルーキーズキャンプ」：卒業生の経験 4 年間

の糧に[大津フェロー] 
北海道新聞 5.28(25)

まちづくりは総力戦で：樽商大の海老名特認教授：小樽

テーマに講演[海老名フェロー] 
北海道新聞 6.21(22)

「小樽ソーシャルネットワーク」設立 地域 SNS を活[大

津フェロー,深田総務部主任] 
小樽ジャーナル 6.21

小樽情報 民間人が発信：ライター，弁護士，社長・・・・：

有志 15 人が NPO 設立[大津フェロー,深田総務部主任]＊ 
読売新聞 6.24(28)

「小樽にカジノを誘致する会」定期総会を開催：山田勝

麿新会長のもと「国際観光都市を目指す小樽の将来を考

えるカジノフォーラム」を開催[海老名フェロー] 

小樽商工会議所会

報 Sea Port Waltz 
7 月号(10)

外部コンサルと連携：ビジネス相談，幅広く対応：小樽

商科大産学官拠点＊ 
日本経済新聞 7.8(31)

企業に外部専門家紹介：ビジネス相談で新企画：樽商大

＊ 
北海道新聞 7.8(11)

地域と連携 実学貫く：小樽商科大学 上（知を拓く）[マ

ジプロ]＊ 
日本経済新聞 7.9(27)

ビジネスの相談小樽商大が強化：外部の専門家 6 人提携

＊ 
朝日新聞 7.13(25)

北前船 初日 1023 人：歴史学ぶパネル展も：あすまで一

般公開[マジプロ] 
北海道新聞 7.23(28)

小樽散策スマートフォンで便利に：機能活用テーマにあ

す無料セミナー[大津フェロー,深田総務部主任] 
北海道新聞 7.29(22)

資産運用のすすめ 投資信託入門 No.1[保田総務部スタ

ッフ] 
北海道新聞 8.3(16)

21 日からはしご酒イベント：狸小路で飲み明かそう：小

樽商大生企画[近藤研究部スタッフ,i-vacs] 
北海道新聞 8.9(20)札幌

資産運用のすすめ 投資信託入門 No.2[保田総務部スタ

ッフ] 
北海道新聞 8.22(18)
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情報システムの課題 商大で 5日セミナー＊ 北海道新聞 9.3(29)

ＩＴ農業実践例紹介：小樽でＣＢＣセミナー＊ 北海道新聞 9.6(22)

小樽商大，スマホで観光案内，ＮＴＴコムウェアと実験。

[深田総務部主任] 
日本経済新聞 9.17(31)

ＮＴＴコムウェア，ＡＲ使って観光情報提供[深田総務部

主任] 
日刊工業新聞 9.21(13)

アララ，ＡＲで販促システム――利用広がるＡＲ，処理

能力高いスマホが後押し。[深田総務部主任] 
日経産業新聞 9.22(5)

小樽の新スイーツ4品完成 4世代向けのオリジナル作品

[マジプロ] 
小樽ジャーナル 9.26

若い知恵で新スイーツ：4種類来月発売[マジプロ] 北海道新聞 9.28(26)

「スマホで観光情報」開発中：商大ゼミ実証実験[深田総

務部主任] 
読売新聞 9.28(33)

『小松左京自伝』第二部の聞き手として～私の小松左京

観～[澤田副センター長] 
小松左京マガジン 第 43 巻(p.70-75)

学生らしい発想で街を活性化 商大マジプロ中間報告 小樽ジャーナル 10.1

相互の交流に期待：ドイツ・ミュンヘン，小樽ロータリ

ー 
アサ小樽・後志 10.22(3)

ものづくりの未来考えよう：29 日に小樽でフォーラム[李

センター長] 
北海道新聞 10.22(25)

顧客の視点を生かせ（北海道経済特集）[近藤研究部スタ

ッフ] 
日経新聞 10.29(32)

「ものづくり強みに」：小樽でフォーラム[李センター長] 北海道新聞 10.30(33)

目指せ「アジアの小樽」：後志フォーラム[李センター長]

＊ 
北海道新聞 11.1(25)

人材育て地域に貢献（緑の丘で 小樽商大 100 周年 下）

[李センター長]＊ 
朝日新聞 11.10(30)

樽商大で公開講座[深田総務部主任] 北海道新聞 11.15(27)

小樽商大生が小樽ガイド本：講義基に作成 8 大学に配布

[マジプロ] 
北海道新聞 12.5(26)

マジプロ 8 日に最終発表：スイーツ，歴史絵本など 6 分

野 
北海道新聞 12.5(27)

「マジプロ」成果披露：樽商大生が最終発表会 北海道新聞 12.9(29)

商大生，街の活性化提言：地域交流などテーマ発表 朝日新聞 12.9(28)

寡占化が進む道内 東北からは壁高く[近藤研究部スタ

ッフ] 
北海道新聞 1.1(第 4 部 13)

北前船と小樽の関わり：商大生，15 日に札幌で発表 北海道新聞 1.11(25)

41



 

北前船通じ小樽の魅力発信：樽商大生がイベント 札幌 北海道新聞 1.16(32)

緑の丘で 人材育て地域に貢献 社会人も学ぶ：小樽商

大 100 周年 [李センター長] 
アサ小樽・後志 1.14(3)

貿易実務学んで：来月 2 日から 北陸銀小樽支店セミナ

ー[中村研究部主任] 
北海道新聞 1.21(27)

スキー小樽伝来 100 周年祝おう：あす記念シンポ 北海道新聞 2.3(26)

スキー客呼び込もう：小樽で伝来 100 周年シンポ＊ 北海道新聞 2.5(30)

知るほどおトク！新！ローン活用ガイド vol.1[保田研究

部スタッフ] 
北海道新聞 2.10(27)

吹雪舞う最終日 小樽雪あかりの路閉幕[大津フェロー] 小樽ジャーナル 2.12

知るほどおトク！新！ローン活用ガイド vol.2[保田研究

部スタッフ] 
北海道新聞 2.18(18)

たるつく～商大生と考える小樽まちづくりフォーラム

[大津フェローゼミ] 
小樽ジャーナル 2.24

商大生と街づくり考える：来月 3 日フォーラム ゼミ生

報告や討論[大津フェローゼミ] 
読売新聞 2.25

樽商大生とまちづくり：パネルディスカッションワーク

ショップを企画[大津フェローゼミ] 
北海道新聞 2.26(30)

「道産食品控える」8割：韓国の消費者調査 小樽商大な

ど[李センター長]＊ 
北海道新聞 2.27(29)

おたるスキー発祥 100 周年記念シンポジウム：「小樽のス

キー」は未来へ向けた新たな可能性に満ちている。 
北海道新聞 2.28(24)

見る側の視点に立った魅力ある観光資源を：小樽商科大

学ビジネス創造センター長 李濟民さんにインタビュー

＊ 

きらっと小樽 2012.Spring(2)

北海道だからこそのストーリー性をブランディングする

（特集 北海道だけのエステ「ホワイトエステ」で観光

客を呼び込もう）[近藤研究部スタッフ] 

さっぽろ経済 
2012 年 3 月号

no.631(8)

観光 安全 PR なお必要：残る漠然とした不安[李センタ

ー長]＊ 
朝日新聞 3.3(27)

商大生街に飛び込む：フォーラム 活性化策を議論 小

樽[大津フェローゼミ] 
北海道新聞 3.4(33)

無料情報誌で小樽紹介：小樽商大生の会社「i-vacs」 北海道新聞 3.22(31)

看板番組 新たな「顔」で始動：道内テレビ局春の番組

改編 下[保田研究部スタッフ] 
北海道新聞 3.27 夕(5)

小樽の店や名所商大生が発信：フリーペーパー編集 北海道新聞 3.28(13)

北海道型経営で鍛える（観測気流）[近藤研究部スタッフ] 北海道新聞 3.28(10)
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TVH けいざいナビ北海道（番組 ウチのオススメ）[保

田研究部スタッフ] 
北海道新聞 3.29(22)

TVH「けいざいナビ」新キャスターで撮影[保田研究部ス

タッフ/近藤研究部スタッフ] 
北海道新聞 3.31 夕(4)
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テレビ北海道『けいざいナビ北海道』 

 

毎週日曜日に放送されている北海道経済をさまざまな切り口から分析している番組です。

ビジネス創造センタースタッフ教員がコメンテーターとして多くの放送に出演しました。 

 

日付 コメンテーター 特集 

4 月  3 日 保田 隆明 グローバル市場に挑む①～国境なき"人づくり" 

4 月 10 日 海老名 誠 グローバル市場を拓け②～アジアとの共存 

5 月  1 日 近藤 公彦 売りの現場からヒット商品生む 

5 月 15 日 大津 晶 行楽シーズン到来 今年のレジャーは 

5 月 29 日 海老名 誠 ターゲット絞り アイデア勝負 

6 月  5 日 大津 晶 変わるメディア 

6 月 26 日 保田 隆明 アジアで躍進する北海道ラーメン 

7 月  3 日 海老名 誠 庭園にミツバチ、太陽光～屋上ビジネス活発化 

7 月 24 日 近藤 公彦 海外客呼び戻すカギは？"発信力" 

8 月 21 日 保田 隆明 ＳＮＳをビジネスに活用...道内の現状は 

8 月 28 日 

海老名 誠 

小磯 修二（釧路

公立大） 

畑由 規子（北の

ガレット） 

道東エリア開局記念スペシャル/どう生かしどう守る？ 釧

路・霧多布湿原 

9 月 11 日 

海老名 誠 

松田 拓也（日本

経済新聞札幌支

社） 

大震災から半年～北海道にできること 

9 月 18 日 大津 晶 変わるさっぽろ～札幌駅前通地下歩行空間から半年 

9 月 25 日 保田 隆明 人気ウエディングデザイナー HANY のドレスで町に元気を！

10 月  9 日 大津 晶 健康志向にエコ指向？ 自転車人気を観光資源に 

10 月 16 日 近藤 公彦 過熱投資から 1年 アジアマネーに異変 
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11 月  6 日 

近藤 公彦 

鈴木 一人（北海

道大学） 

松田 拓也（日本

経済新聞札幌支

社） 

あなたは賛成？反対？ ＴＰＰ決断の時迫る 

11 月 20 日 海老名 誠 省エネ住宅最前線 家庭にどうメリット 

11 月 27 日 保田 隆明 "どぶ板"でニーズを拾え・・・ローカル経営戦略を探る 

12 月 11 日 大津 晶 マチのけいざい②旭川...道内第 2の都市は今 

12 月 25 日 

海老名 誠 

松田 拓也（日本

経済新聞札幌支

社） 

丸谷 智保（セイ

コーマート） 

2011 道内経済 総決算 

1 月  8 日 保田 隆明 本州チェーンも参入...激戦！道内にギョーザブーム？ 

1 月 15 日 海老名 誠 守れ！マチの本屋・・・生き残りのモデルは？ 

2 月  5 日 大津 晶 マチのけいざいシリーズ③...小樽 

2 月 12 日 近藤 公彦 おいしく育つ？オムカレーから新ご当地グルメを考える 

2 月 19 日 保田 隆明 おらがマチにｉＰａｄ～ＩＴで町おこし！初山別村 

3 月  4 日 保田 隆明 震災 1年...道産子企業 被災地で熱き奮闘！ 

3 月 11 日 近藤 公彦 いまも鉄板！でも中身は...変わる北海道物産展 
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２．CBC 関連の学外委員等 

 

各種委員会・審議会                       （氏名五十音順） 

氏 名 主 催 名  称 役  職 期 間 

海老名 誠 

北海道 北海道科学技術審議会 委員 
H22.12.01- 

H24.11.30  

北海道経済部 海外からの投資促進あり方会議 委員長 
H23.10.27- 

H24.03.31 

北海道 北海道労働審議会職業能力開発部会 特別委員 
H22.07.01- 

H23.06.30  

大津 晶 

小樽市 
小樽市ふるさとまちづくり協働事業

審査委員会
委員 

H23.04.01- 

H25.03.31

小樽市 小樽市都市計画審議会 委員 
H20.04.01- 

H24.03.31 

小樽市 小樽市住宅行政審議会 委員 
H22.04.01- 

H26.03.24 

加賀田和弘 
小樽商科大学生活

協同組合
 理事 

H23.05.26- 

H24.05.25

近藤 公彦 

北海道経済産業局 
地域資源活用新事業展開支援事業評

価委員会 
評価委員 

H23.05.12- 

H24.03.31 

北海道経済産業局 
北海道地域産業資源活用事業評価委

員会 
評価委員 

H23.05.12- 

H24.03.31 

帯広畜産大学地域

連携推進センター 

十勝アグリバイオ産業創出のための

人材育成カリキュラム作成 
構成員 

H23.04.19- 

H24.03.31 

帯広畜産大学地域

連携推進センター 

十勝アグリバイオ産業創出のための

人材育成事業化推進タスクフォース
構成員 

H23.04.19- 

H24.03.31 

札幌商工会議所 
ホワイトコスメ・エステ普及・拡大委

員会 
委員 

H23.07.01- 

H24.02.29 

北海道緑の産業再

生協議会 
道産木製品マーケティング戦略会議 委員長 

H22.07.07- 

H24.03.31 

堺 昌彦 
小樽商科大学生活

協同組合 
 監事 

H23.05.26- 

H24.05.25 

澤田 芳郎 

小樽市 
北しりべし定住自立圏共生ビジョン

懇談会 
会長 

H22.07.01- 

H24.03.31 
財団法人さっぽろ

産業振興財団 
さっぽろ起業家総合支援協議会 委員 

H23.04.13- 

H24.03.31 

特定非営利活動法

人産学連携学会 
北海道支部 副支部長 

H23.06.15- 

H24.03.31 

瀬戸 篤 

大学共同利用機関

法人情報システム

研究機構 

情報・システム研究機構 利益相反委

員会 
委員 

H22.04.01- 

H24.03.31 

(株)アグリバイオ

インダストリ 
 

技術商業化担

当非常勤取締

H22.06.02- 

H24.05.31 

合同会社イノベー

ション読書会 
 

読書会アカデ

ミックアドバ

イザー 

H23.02.23- 

H24.03.31 

東京読書会  

読書会アカデ

ミックアドバ

イザー 

H23.02.23- 

H24.03.31 
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(株)横田アソシエ

イト 
 

アカデミッ

ク・アドバイザ

H23.06.01- 

H24.03.31 

(株)北海道宝島ト

ラベル 
 監査役 

H23.02.01- 

H26.03.31 

中村 秀雄 

北海道運輸局 北海道地方交通審議会 委員 
H22.10.01- 

H24.09.30 

北海道総合政策部 国際化推進委員会 委員 
H22.07.08- 

H24.03.31 

小樽市 小樽市地方港湾審議会 委員 
H23.08.01- 

H25.07.31 

北海道国際ビジネ

スセンター 
  

北海道貿易コ

ンサルタント 

H23.04.01- 

H24.03.31  

小樽商科大学生活

協同組合 
 常務理事 

H23.05.26- 

H24.05.25 

(社)北海道貿易物

産振興会 
あり方検討委員会 委員 H21.05.27- 

平沢 尚毅 

総務省行政管理局 北海道電子政府推進員協議会 会長 
H21.07.07- 

H23.06.30 
一般社団法人人間

工学会 

ISO/TC159国内対策委員会SC4分科会

委員 
委員 

H22.06.19- 

H24.06． 

一般社団法人情報

処理学会 
SC 7/WG 6/CIF SG 委員 

H22.09.13- 

H24.03.31 

(NPO法人)人間中心

設計推進機構 
 評議員 

H22.04- 

H24.04 

(株)U eye's Design   技術指導 
H22.04.01- 

H23.03.31 

東京エレクトロン

ソフトウエアテク

ノロジーズ 

 技術指導 
H23.08.01- 

H24.03.31 

深田 秀実 

ニセコ周辺地域産

業活性化協議会 
 委員 

H23.04.01- 

H24.03.31 
(株)三菱総合研究

所 

地理空間情報高度活用促進プログラ

ム検討委員会 
委員 

H23.08.01- 

H24.03.16 

福重 八惠 
札幌市中央卸売市

場 
戦略的経営支援事業選考委員会 委員 

H23.08.17- 

H24.03.31 

保田 隆明 

早稲田大学 
早稲田大学ファイナンス研究センタ

ー 
招聘研究員 

H23.05.01- 

H25.03.31 
おたる潮まつり実

行委員会 
おたる潮まつり検討委員会 委員 

H23.02.28- 

H23.07.31 

(株)ダイヤモンド

社 
 

連載コラム著

者 

H22.04.01- 

H24.03.31 

(株)大和証券メデ

ィアネットワーク
「プレスウォッチ」 

経済コメンテ

ーター 

H22.04.01+ 

H24.03.31 

山田(河合) 

菊子 

公益社団法人土木

学会 

教育企画・人材育成委員会 ダイバー

シティー推進小委員会  
幹事長 

H22.06.01- 

H25.03.31 
北海道開発局留萌

開発建設部 
入札監視委員会 委員 

H23.05.01- 

H24.03.31 

石狩市 水道事業運営委員会 委員 
H23.04.01- 

H24.03.31 

ＩＣＴを利用した

地産地消経済活性
WG メンバー 

H23.04.01- 

H24.03.31 
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李 濟民 

北海道 
地域新ビジネス創出モデル事業審査

委員会 
委員 

H23.07.06- 

H24.03.31 

北海道 北海道労働審議会 特別委員 
H24.03.16- 

H26.03.15 

小樽市 小樽市地方港湾審議会 委員 
H21.08.01- 

H23.07.31 

小樽市 地域保健診断事業 助言者 
H23.04.01- 

H24.03.31 

(財)十勝圏振興機

構 

地域イノベーション戦略支援プログ

ラム事業推進委員会 
委員 

H23.06.01- 

H24.03.31 

公益財団法人北海

道科学技術総合振

興センター 

 企画委員 
H23.04.01- 

H25.06.30 

札幌商工会議所 
ホワイトコスメ・エステ普及・拡大委

員会 
委員 

H23.07.01- 

H24.02.29 

独立行政法人高

齢・障害・求職者雇
 部会委員 

H24.01.01- 

H25.03.31 
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３．ＣＢＣ活動日誌（平成23年4月1日－24年3月31日） 

 

4月12日(火) 第1回主任会議 

 4月20日(水) 
第1回運営会議 審議事項：１．平成22年度決算について ２．平成23年度予算について
３．平成23年度各部スタッフについて ４．新規ＣＢＣフェローについて ５．ＣＢＣWeb
のトップページについて 

 5月10日(火) 第2回主任会議 

 6月14日(火) 第3回主任会議 

 6月22日(水) 
第2回運営会議 審議事項：１．ビジネス創造センター スタッフの追加について ２．平
成23年度学外協力スタッフの推薦について ３．ＣＢＣ新パンフレットについて 
報告事項：1件 

 7月 5日(火) 第1回学生論文賞実施委員会 

 8月10日(水) ＨｏＰＥ8月例会（於：JSTイノベーションプラザ北海道）で李濟民センター長講演 

 8月19日(金) 北洋銀行ものづくりテクノフェア2011（於：札幌コンベンションセンター）出展 

9月1日(木) 
-2日(金) 

第24回 国立大学法人共同研究センター専任教員会議（於：ホテルモナーク鳥取（鳥取市））
澤田芳郎副センター長、今野茂代助手出席 

 9月5日(月) 
ＣＢＣセミナー（主催：情報処理学会 情報システムと社会環境研究会、小樽商科大学ビジ
ネス創造センター 共催：小樽商科大学地域研究会） 

 9月6日(火) 
-8日(木) 

韓国研究機関との国際交流協力協定締結（於：全北大学校（韓国全羅北道全州市）） 
李濟民センター長、澤田芳郎副センター長、中村秀雄研究部主任、八木宏樹教授出席 

9月9日(金) 神奈川県議会ＣＢＣ視察 

9月21日(水) 
李濟民センター長羊蹄山麓大学講義（主催：北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部、
小樽商科大学 於：ようてい農協（倶知安町）） 

9月27日(月) ノーステック財団ＣＢＣ視察 

10月12日(水) 第5回主任会議 

 10月14日(金) 
運営会議（持ち回り） 審議事項：１．平成２３年度予算執行実績（見込）調書（第２次）
について 

10月18日(火) 国際ロータリークラブ研修・見学会 

10月26日(水) 第2回学生論文賞実施委員会 

10月29日(土) 
李濟民センター長後志ものづくりフォーラムパネリスト（主催：小樽市、北海道職業能力
開発大学校、北海道新聞社 於：小樽経済センター） 

 11月2日(水) 学生論文賞第1次審査（プレゼンテーション）オリエンテーション 

 11月9日(水) 学生論文賞第1次審査 

 11月10日(木) 
-11日(金) 

ビジネスEXPO「第25回 北海道 技術・ビジネス交流会」（主催：北海道技術・ビジネス交
流会実行委員会 於：アクセスサッポロ） 

11月14日(月) 
李濟民センター長国際観光人材育成研修講義（北海道委託国際観光人材能力向上モデル事
業受託：キャリアバンク 於：キャリアバンク（札幌市）） 

 11月16日(水) 
全道産学官連携ネットワーク会議（於：北海道庁）李濟民センター長、澤田芳郎副センタ
ー長出席 
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 11月17日(木) 
-20日(日) 

韓国ソウル特別市友好提携周年経済交流会事業（主催：北海道 於：韓国ソウル市）李濟
民センター長参加 

 11月22日(水) 第6回主任会議 

 11月24日(木) 
-25日(金) 

第23回国立大学法人共同研究センター長等会議（於：オークラアクトシティホテル浜松）
李濟民センター長、澤田芳郎副センター長、蔵重治企画・評価室研究協力係長出席 

12月8日(木) 三大学共同研究センター臨時情報交換会（於：札幌サテライト） 

1月10日(火) 第7回主任会議    

1月17日(火) スキーシンポジウム実行委員会 

1月31日(火) 学生論文賞打ち合わせ 

1月31日(火) 第5回学生論文賞実施委員会（持ち回り） 

2月 1日(水) 
運営会議 審議事項：小樽商科大学ビジネス創造センター規程の一部改正について、その
他  

2月 4日(土) 
おたるスキー発祥100周年記念スキーシンポジウム（主催：小樽商科大学 協力：ビジネス
創造センター 於ける：小樽経済センター） 

 2月 8日(水) 学生論文賞結果発表 

2月14日(火) 
産学連携学会シンポジウム「オープンイノベーション～自前主義から連携重視へ～」（主
催：産学連携学会 於：学術総合センター（東京都千代田区））澤田芳郎副センター長、
モデレータ参加 

 2月17日(金) 
香港市場進出にむけた「北海道ブランド」戦略講演会・パネルディスカッション（主催：
札幌商工会議所・北海道 於：ホテルモントレエーデルホフ札幌（札幌）） 
李濟民センター長、パネリスト参加 

2月21日(火) 日韓共同研究ワークショップ 

2月22日(水) 
セミナー・韓国 淳昌郡ジャン類産業特区による成功事例 発表者：（財）淳昌郡発酵微
生物管理センター センター長/食品工学博士 ジョン・ドヨン氏（於：ロイトン札幌（札
幌）） 

2月22日(水) 
セミナー・農食品に関する日韓消費者の嗜好の比較 発表者：全北大学校経済学部教授 オ
ム・ヨンスク氏（主催：小樽商科大学ビジネス創造センター 共催：（社）北海道食品産
業協議会 於：ロイトン札幌（札幌）） 

3月 1日(木) 
学生論文賞 北洋銀行への報告（於：北洋銀行本店（札幌）） 山本真樹夫学長，李濟民
センター長，中村秀雄学生論文賞実施委員会委員長出席 

3月13日(火) 
小樽商科大学ビジネス創造センター産学官連携研究成果報告会（於：小樽商科大学札幌サ
テラト（札幌）） 

3月13日(火) 
小樽商科大学ビジネス創造センター学外協力スタッフ会議（於：小樽商科大学札幌サテラ
ト（札幌）） 

3月15日(木) 学生論文賞表彰式（於：小樽商科大学学長室） 

3月15日(木) 平成23年度小樽商科大学学術研究奨励事業 第6回「学生論文賞」表彰式 
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