
BBT大学　教員記事など　メディア掲載報告　2015年4月～6月

メディア名 日付 記事タイトル 記事URL 教授名

ｅｘｃｉｔｅニュース 2015/04/01 Gabaマンツーマン英会話を設立した男が教える、本当に「話せる」ようになる学習法
http://www.excite.co.jp/News/column_g/

20150401/Sinkan_index_5595.html
青野仲達教授

YOMIURI ONLINE 2015/04/01
【新刊】BBT大学スティーブ・ソレイシィ教授「スティーブ・ソレイシィの英語発音トレーニング」 :
ニュースリリース : 経済 : 読売新聞（YOMIURI ONLINE）

http://www.yomiuri.co.jp/adv/economy/r
elease/detail/00120212.html

スティーブ・ソレイシィ教授

新刊JPニュース 2015/04/01 Gabaマンツーマン英会話を設立した男が教える、本当に「話せる」ようになる学習法
http://www.sinkan.jp/news/index_5595.ht
ml

青野仲達教授

mobileASCII 2015/04/01 タイプライターを展示していたFacebook開発者会議
http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/
105706/

松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/04/02 シリコンバレーが｢お〜いお茶｣に惚れたワケ http://toyokeizai.net/articles/-/65049 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/04/03 ダイエットで注目！パワフルミキサーの効用 http://toyokeizai.net/articles/-/64657 松村太郎教授

mobileASCII 2015/04/03 伊藤園が「茶ッカソン」 シリコンバレーと融合する日本文化
http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/
105717/

松村太郎教授

マイナビ 2015/04/07
【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 15 MacBook Pro 13インチのスタミナに負け
る1週間

http://news.mynavi.jp/articles/2015/04/0
7/etsuMac50/

松村太郎教授

lifehacker 2015/4/8 結論から始め、結論で締める。英語の基本が詰まったハーバード式「5行エッセイ」とは？
http://www.lifehacker.jp/2015/04/150408
book_to_read.html

青野仲達教授

日経エコロジー 2015/4/8 資源の有効活用へ　世界の企業が動き始めた 下田屋毅教授

東洋経済 ONLINE 2015/04/10 MacBook Proは｢新しい標準マシン｣だった http://toyokeizai.net/articles/-/65401 松村太郎教授

mobileASCII 2015/04/10 Moment―高機能iPhone用アタッチメントレンズの気持ちよさ
http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/
105754/

松村太郎教授

マイナビ 2015/04/14
【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 16 15インチから1.1kgの減量!MacBookはい
ろんな意味でiPadらしいMac

http://news.mynavi.jp/articles/2015/04/1
4/etsuMac50/

松村太郎教授

Yahoo!ニュースBUSINESS 2015/04/14 平野敦士カール氏が教える、最新ITマーケティング
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=2015
0414-00010001-bizbookm-nb

平野敦士カール教授

マイナビ 2015/04/16 【レポート】「WWDC15」で何を期待すべきか - 松村太郎のApple先読み・深読み
http://news.mynavi.jp/articles/2015/04/1
6/wwdc15/

松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/04/17 新しいMacBook､実はiPadキラーだった http://toyokeizai.net/articles/-/66236 松村太郎教授

ビジネス選書WEB 2015/4/20 BBT大学について超主観的にまとめてみた本。(サイトウユウタ,佐々木あや,宮川裕司)
http://www.bbook.jp/today/purpose/job/
bbt.html

卒業生

mobileASCII 2015/04/21 Apple Watchの試着体験で思ったこと
http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/
105802/

松村太郎教授

ZDNet Japan 2015/04/24
『口べたでも１時間で誰とでも仲良くなれる技術 ランチは１人で食べるな！』（平野敦士カール＝
著）が、Kindleストア【実践経営・リーダーシップ】ランキングで2位にランクイン!!

http://japan.zdnet.com/release/30100368
/?tag=rcol;biz

平野敦士カール教授

マイナビ 2015/04/24 【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 17 MacBookのキーボードを試す
http://news.mynavi.jp/articles/2015/04/2
4/etsuMac50/

松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/04/24 アップルは､どれだけ｢環境｣に優しくなったのか http://toyokeizai.net/articles/-/67687 松村太郎教授

朝日新聞デジタル 2015/04/24
ゴマブックス株式会社：『口べたでも１時間で誰とでも仲良くなれる技術 ランチは１人で食べる
な！』（平野敦士カール＝著）が、Kindleストア【実践経営・リーダーシップ】ランキングで2位にラ
ンクイン!!

http://www.asahi.com/and_M/information
/pressrelease/CNRAI30100368.html?iref=
andM_kijilist

平野敦士カール教授

Think! 2015/4/27 本質的問題を発見する（斎藤顕一先生） 斎藤顕一教授

東洋経済 ONLINE 2015/04/28 AppleWatch､使って3日目に分かったこと http://toyokeizai.net/articles/-/68038 松村太郎教授

mobileASCII 2015/04/29 Pepperが入学式で祝辞を述べた、コードアカデミー高等学校2回目の入学式
http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/
105838/

松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/05/01 スマホカメラを卒業するための決定版 http://toyokeizai.net/articles/-/67758 松村太郎教授

Think! 2015/5/7 本質的問題を発見する 斎藤顕一教授

マイナビ 2015/05/08
【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 18 MacBookの固いUSB-Cケーブルについ
て

http://news.mynavi.jp/articles/2015/05/08/etsuMac50/ 松村太郎教授

mobileASCII 2015/05/08 Apple Watchで時間に興味が湧いてくるという話 http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/105864/ 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/05/08 アップルが｢高齢者にiPad｣を推進するワケ http://toyokeizai.net/articles/-/69044 松村太郎教授

マイライフニュース 2015/5/11
ビジネス・ブレークスルー、高校生のためのビジネスコンテスト「キャリア甲子園2015」のための
特別講座を開催、23名の学生が自分らしいビジネスアイデア創出法を学ぶ

http://www.mylifenews.net/other/2015/05/201523.html三城雄児教授

livedoor news 2015/5/11
ビジネス・ブレークスルー、高校生のためのビジネスコンテスト「キャリア甲子園2015」のための
特別講座を開催、23名の学生が自分らしいビジネスアイデア創出法を学ぶ

http://news.livedoor.com/article/detail/10098736/三城雄児教授

プレジデントオンライン 2015/05/11 ＜プラットフォーム戦略＞アップル、アマゾンを超えるビジネスモデル　－平野敦士カール氏 http://president.jp/articles/-/7361 平野敦士カール教授

マイナビ 2015/05/12
【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 20 2015年のMacBookシリーズどれを買う問
題結論編

http://news.mynavi.jp/articles/2015/05/12/etsuMac50/001.html 松村太郎教授

Business Journal 2015/05/12 アマゾン、強さの秘密は「本業の低収益率」？新規事業構築の定石、自社の強みを外部販売 http://biz-journal.jp/2015/05/post_9901.html 平野敦士カール教授

mobileASCII 2015/05/13 Apple Watchとデジカメでの既視感 http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/105884/ 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/05/15 ｢フルサイズでミラーレス｣という新境地 http://toyokeizai.net/articles/-/69284 松村太郎教授

マイナビ 2015/05/21 【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 21 iPadを再起動する(前編) http://news.mynavi.jp/articles/2015/05/21/etsuMac50/ 松村太郎教授

Business Journal 2015/05/21 まず「価格」を先に決めなさい　俺のフレンチ、いきなりステーキ、小米に共通の成功法則 http://biz-journal.jp/2015/05/post_10030.html 平野敦士カール教授

mobileASCII 2015/05/23 Apple Watchのバンドの話　純正バンドはニューソン仕様 http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/105952/ 松村太郎教授

COURRiER Japon 2015/5/25 「5行エッセイが書ければ、論理的に話すこともできます」 青野仲達教授

東洋経済 ONLINE 2015/05/25 日本上陸！超便利な｢アマゾン決済｣の衝撃度 http://toyokeizai.net/articles/-/70823 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/05/26 イケアにあって､日本企業にはない経営哲学 http://toyokeizai.net/articles/-/70911 下田屋毅教授

マイナビ 2015/05/27 【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 22 iPadを再起動する(後編) http://news.mynavi.jp/articles/2015/05/27/etsuMac50/ 松村太郎教授

mobileASCII 2015/05/27 Apple Watchは文字盤とケースをもっと増やすべき http://mobileascii.jp/elem/000/000/105/105972/ 松村太郎教授
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東洋経済 ONLINE 2015/05/29 AppleWatch､丸1カ月使って分かったこと http://toyokeizai.net/articles/-/70855 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/05/29 グーグルが明かしたワクワク5つの近未来 http://toyokeizai.net/articles/-/71422 松村太郎教授

SankeiBiz 2015/05/31 大学サバイバルレース突入　通学不要で学位、スマホの中に“キャンパス” http://www.sankeibiz.jp/econome/news/150531/ecd1505310703005-n1.htm 宇田左近教授

東洋経済 ONLINE 2015/06/01 英語がペラペラになる｢魔法の5行エッセイ｣ http://toyokeizai.net/articles/-/70692 青野仲達教授

日本教育新聞 2015/06/01 ビジネスアイデアの創出法学ぶ 三城雄児教授

教育家庭新聞 2015/06/01 BBT大学が高校生にビジネス講座 三城雄児教授

COURRiER Japon 2015/06/01 青野仲達　「5行エッセイが書ければ、論理的に話すこともできます」 青野仲達教授

東洋経済ONLINE 2015/06/01 英語がペラペラになる｢魔法の5行エッセイ｣ http://toyokeizai.net/articles/-/70692 青野仲達教授

マイナビニュース 2015/06/02 【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 23 iPadでの原稿執筆1週間 http://news.mynavi.jp/articles/2015/06/02/etsuMac50/ 松村太郎教授

IT pro 2015/06/03 アマゾンのクラウドイベント、今年は初の開発者向け会議も併催 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/15/060301854/ 大前創希教授

mobileASCII 2015/06/04 Googleフォトは写真保存の悩みをほぼ解決してくれる http://mobileascii.jp/elem/000/000/106/106008/ 松村太郎教授

Business Journal 2015/06/05 日本の自動車メーカーが、アップルとグーグルに覇権を奪われる日　可能性大といえる理由 http://biz-journal.jp/2015/06/post_10217.html 平野敦士カール教授

SankeiBiz 2015/6/7 オンライン大学の国内事情　「物差しが違う…」認知度アップの鍵は？ http://www.sankeibiz.jp/econome/news/150607/ecd1506070702001-n1.htm宇田左近教授

東洋経済 ONLINE 2015/06/08 ｢ニュース専用アプリの終わり｣が始まった http://toyokeizai.net/articles/-/72388 松村太郎教授

日経エコロジー 2015/6/8 サステナビリティ戦略を強力に実行する司令塔 下田屋毅教授

東洋経済 ONLINE 2015/06/10 絶妙進化！iPhoneを手放せなくなる"仕掛け" http://toyokeizai.net/articles/-/72747 松村太郎教授

mobileASCII 2015/06/11 WWDC15開幕、Googleと違う形でユーザーを学ぶApple http://mobileascii.jp/elem/000/000/106/106039/ 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/06/12 これがAppleWatchにピッタリのヘッドホンだ http://toyokeizai.net/articles/-/72654 松村太郎教授

マイナビニュース 2015/06/12 WWDC15での注目は、iPadを進化させるiOS 9 - 松村太郎のApple先読み・深読み http://news.mynavi.jp/articles/2015/06/12/matsumura_apple/ 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/06/13 アップル｢美しいニュースアプリ｣の衝撃 http://toyokeizai.net/articles/-/73211 松村太郎教授

mobileASCII 2015/06/17 Apple Musicに期待すること http://mobileascii.jp/elem/000/000/106/106061/ 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/06/18 ｢AppleMusic｣は､本当に魅力的なサービスか http://toyokeizai.net/articles/-/73739 松村太郎教授

マイナビニュース 2015/06/23 次期Mac OS、「OS X El Capitan」はあらゆる高速化と快適操作が魅力 http://news.mynavi.jp/articles/2015/06/23/wwdc/ 松村太郎教授

マイナビニュース 2015/06/24 次期Mac OS「OS X El Capitan」の日本語性能と、Macという存在の未来 http://news.mynavi.jp/articles/2015/06/24/wwdc/ 松村太郎教授

Business Journal 2015/06/24 ジョブズも20年間「認めたがらなかった」必勝の戦略　アップル、凋落の予兆か http://biz-journal.jp/2015/06/post_10469.html 平野敦士カール教授

mobileASCII 2015/06/25 Coinから考える、IoTではないモノのネットワークの世界 http://mobileascii.jp/elem/000/000/106/106100/ 松村太郎教授

東洋経済 ONLINE 2015/06/26 iPad用スタイラスペンは､ここまで進化した http://toyokeizai.net/articles/-/74302 松村太郎教授

マイナビニュース 2015/06/26
【レポート】Appleは「プライバシー」をGoogleとの差別化要因に - 松村太郎のApple先読み・深読
み

http://news.mynavi.jp/articles/2015/06/26/matsumura_apple/ 松村太郎教授

マイナビニュース 2015/06/30 【レポート】MacとiPadの悦楽生活50 #EtsuMac50 - 24 iPadならではのデジタルメモを極める http://news.mynavi.jp/articles/2015/06/30/etsuMac50/ 松村太郎教授
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