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2019年度ビジネス戦略実習成果報告会

日 時

14：30～17：30
会 場 ヒロロ４階

市民文化交流館ホール
（弘前市駅前町９－20）

参加
対象

本学教職員及び学生，国公私立大学，高校，
企業関係者，行政関係者，一般市民

　　　　　　　　　　　参加を希望される場合は，氏名・所属・電話番号・
メールアドレスを記載のうえ，下記担当まで2019年12月18日（水）まで
に，ｅメール等でお申し込みください。

プログラム

参 加 申 込

参加費 無料

（14：00～） 【受付開始】

14：30～14：35 開会挨拶 弘前大学副理事　森　　樹男

14：35～17：30 学生による取組成果発表

17：30 閉会

―協力企業先―
①一般社団法人青森県発明協会
②株式会社BOLBOP・弘前市
③企業組合でる・そーれ
④高砂食品株式会社
⑤弘南バス株式会社

　弘前大学人文社会科学部では，地域企業や自治体と連携し，そこから与えられた課題について，解決方法を実践的に考え，市場検
証を行い，最終的な提案をまとめる「ビジネス戦略実習」を開講しています。こうした一連の活動を経て，地域で活躍できる起業家を
育成し，地域経済の成長の実現をめざすことを目的としています。
　今回の報告会では，与えられた課題をもとに学生が考えた「地域課題の解決案」を発表します。
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　弘前大学人文社会科学部では，地域企業や自治体と連携し，そこから与えられた課題について，解決方法を実践的に考え，市場検
証を行い，最終的な提案をまとめる「ビジネス戦略実習」を開講しています。こうした一連の活動を経て，地域で活躍できる起業家を
育成し，地域経済の成長の実現をめざすことを目的としています。
　今回の報告会では，与えられた課題をもとに学生が考えた「地域課題の解決案」を発表します。

2019年12月20日（金）

⑥FUNKY STADIUM
⑦南部町
⑧弘前市
⑨ヤマザキ洋服店
⑩山野りんご株式会社

　　（順不同）



▶FAX送信先：0172-39-3295
▶E-Mail：katsushi@hirosaki-u.ac.jp

お申し込みは、2019年12月18日（水）までにE-Mail又はFAXでお願いいたします。

国立大学法人弘前大学人文社会科学部経営管理研究室（担当：高島）
〒036-8560 青森県弘前市文京町1

FAX：0172-39-3295　E-Mail：katsushi@hirosaki-u.ac.jp

問い合わせ先

参加申込書

1
氏　名

所　属
電　話

メール

連
絡
先

ふりがな

2
氏　名

所　属
電　話

メール

連
絡
先

ふりがな

3
氏　名

所　属
電　話

メール

連
絡
先

ふりがな

けっぱれ！学生起業家
－ 弘大生が地域課題を解決します2019 －
2019年度ビジネス戦略実習成果報告会
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