
新聞記事ネット情報（2012年03月16日～2012年05月15日）

分野 日付 媒体 記事タイトル 大学・短期大学 都道府県

社会貢献 2012年03月17日 紀伊民報 摂南大生が過疎地で困りごとを解決　すさみ町佐本川地区 摂南大学 和歌山県

社会貢献 2012年03月17日 朝日新聞 加須の見どころ、若者の目で　立教大生が町歩き地図作成 立教大学 埼玉県

社会貢献 2012年03月17日 朝日新聞 ゼルビア支援へタッグ　東京・町田の２私大、連携組織 玉川大学／桜美林大学 東京都

社会貢献 2012年03月18日 山口新聞 芸術文化活動で連携　徳山大、桜ケ丘高、西京銀 徳山大学 山口県

社会貢献 2012年03月21日 京都新聞 「教育・研究で復興支援」　同志社、会津若松市と協定 同志社大学 福島県

社会貢献 2012年03月21日 愛媛新聞 自転車通行帯走ろう　愛媛大生がＰＲプロジェクト 愛媛大学 愛媛県

社会貢献 2012年03月23日 南日本新聞 大学・高専の研究成果をネット公開　鹿児島県内

鹿児島大学／鹿児島国際大学／鹿児
島国際大学短期大学部／志學館大学
／第一工業大学／鹿児島県立短期大
学 ／鹿児島工業高等専門学校

鹿児島県

社会貢献 2012年03月23日 山形新聞 公益大、“社会人力”を育てる　来年度から人材育成プログラム 東北公益文科大学 山形県

社会貢献 2012年03月24日 西日本新聞 九大院生、空き家活用し学習塾に 九州大学 福岡県

社会貢献 2012年03月28日 中日新聞 【静岡】人材活用し地域貢献へ　静大がエスパルスと連携協定 静岡大学 静岡県

社会貢献 2012年03月30日 苫小牧民報社 千歳科学技術大学が雄武高と高大連携協定締結 千歳科学技術大学 北海道

社会貢献 2012年03月30日 毎日新聞 秋田市中心市街地活性化：４大学教授が提言　若者支援など６項目　／秋田
秋田大学／秋田県立大学／国際教養
大学／秋田公立美術工芸短期大学

秋田県

社会貢献 2012年03月31日 讀賣新聞 学生目線の沿線マップ…和歌山＿和歌山大学前駅　１日開業　南海電鉄　２万部配布 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2012年04月01日 陸奥新報 「地域資源の振興」津軽で藍の花畑を広げる夢 弘前大学 青森県

社会貢献 2012年04月02日 中國新聞 法政大と「筆の里」全国発信 法政大学 広島県

社会貢献 2012年04月02日 讀賣新聞 小中学校をアトリエに武蔵野美大生所沢の美原中で公開制作（埼玉） 武蔵野美術大学 埼玉県

社会貢献 2012年04月03日 朝日新聞 天草での研究成果　県立大が地元報告 熊本県立大学 熊本県

社会貢献 2012年04月04日 桐生タイムス 子の夢・感性はぐくもう　ＪＳＴプロジェクト「未来創生塾」今月開始 群馬大学 群馬県

社会貢献 2012年04月06日 島根日日新聞社 図書館新装、交流の場へ／県立大出雲キャンパス／ラウンジやスタディースペースも 島根県立大学 島根県



社会貢献 2012年04月09日 四国新聞 四国学院大と琴平町が協定／地域づくりで連携 四国学院大学 香川県

社会貢献 2012年04月09日 西日本新聞 放置自転車をリサイクル　環境大臣賞を受賞 長崎大学／佐賀大学 日本

社会貢献 2012年04月10日 京都新聞 府北部振興で連携機構　府・７市町・８大学
京都大学／京都産業大学／京都橘大
学／京都府立大学／佛教大学／立命
館大学／龍谷大学／成美大学

京都府

社会貢献 2012年04月13日 東京新聞 【茨城】茨城大　生態系の調査強化　放射能研究プロジェクト 茨城大学 茨城県

社会貢献 2012年04月15日 毎日新聞 食育ショップ:川越市場に　女子栄養大と異色コラボ　／埼玉 女子栄養大学 埼玉県

社会貢献 2012年04月16日 朝日新聞 天候と鉄道融合のガイドブック　東北芸術工科大生が作成 東北芸術工科大学 山形県

社会貢献 2012年04月16日 日本経済新聞 首都大学東京、学生の緑地保全活動で都や八王子市と連携 首都大学東京 東京都

社会貢献 2012年04月17日 中日新聞 【三重】三重大ブランドの紅茶販売　学生ら開発参加 三重大学 三重県

社会貢献 2012年04月20日 讀賣新聞 学食を一般開放、多彩なメニューと値ごろ感で人気
奈良佐保短期大学／畿央大学／帝塚
山大学 奈良県

社会貢献 2012年04月21日 毎日新聞
地域人教育パートナーシップ協定:飯田長姫高と市、松本大が協定　地域支える人材、
共に育てる　／長野

松本大学 長野県

社会貢献 2012年04月22日 讀賣新聞 社会人も楽しく英語、無償サイト開設…名古屋学院大 名古屋学院大学 愛知県

社会貢献 2012年04月24日 京都新聞 県立大と同大ゼミ、町家入居　近江八幡市へ活性化策提案 滋賀県立大学 滋賀県

社会貢献 2012年04月24日 讀賣新聞 食べて「大経大ケーキ」創立８０年記念　学生が地元店とコラボ 大阪経済大学 大阪府

社会貢献 2012年04月26日 朝日新聞 越後線沿線の街　冊子で魅力紹介 新潟大学 新潟県

社会貢献 2012年04月27日 熊野新聞 大学生が紹介「大島の歩き方」＿和大生の観光マップ完成＿串本町商工会 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2012年04月28日 讀賣新聞 獣害対策を研究 県と岐阜大寄付講座開設へ 岐阜大学 岐阜県

社会貢献 2012年04月30日 神奈川新聞 宇宙の舞、はやぶさをテーマに大学生が野外ダンスパフォーマンス発表へ/相模原 桜美林大学 神奈川県

社会貢献 2012年05月05日 神奈川新聞 震災被災地の重要文書修復、地域の「記憶の復興」へ先導/神奈川 神奈川大学 神奈川県

社会貢献 2012年05月06日 毎日新聞
メルカード東京農大:「カムカムドリンク」「ヤムイモ焼酎」などの商品、道の駅で人気??川
場村　／群馬

東京農業大学 群馬県

社会貢献 2012年05月08日 四国新聞 香川大サテライト施設／10日、三豊市でオープン 香川大学 香川県

社会貢献 2012年05月09日 讀賣新聞 「岡大農場」第一弾　白桃スイーツ販売＿学会土産にいかが 岡山大学 岡山県

社会貢献 2012年05月11日 日本海新聞 鳥取環境大に県西部拠点　地域振興役割も期待 鳥取環境大学 鳥取県



社会貢献 2012年05月11日 陸奥新報 弘大が食の研究拠点「特性生かし地域活性化を」 弘前大学 青森県

社会貢献 2012年05月11日 讀賣新聞 徳大、白河市と協定＿原発放射能被害の対応連携で
徳島大学／東京大学／鳥取大学／熊
本大学 福島県

社会貢献 2012年05月11日 日本経済新聞 釧路市、地域ブランドづくり強化　釧路短大と連携 釧路短期大学 北海道

社会貢献 2012年05月12日 産業経済新聞 神戸外大、市博物館　地域貢献へ協定締結 神戸市外国語大学 兵庫県

社会貢献 2012年05月12日 西日本新聞 好評で品切れ、電子版登場　むなかた観光ガイドマップ 福岡教育大学／日本赤十字九州国際
看護大学／東海大学福岡短期大学

福岡県

社会貢献 2012年05月12日 八重山毎日新聞 地域振興活動スタート「みーふぁいゆープロジェクト」 東京大学 沖縄県

社会貢献 2012年05月14日 岩手日日新聞 生産、流通へ理解 岩手大生ら田植え体験?奥州 岩手大学／岩手県立大学 岩手県

社会貢献 2012年05月15日 朝日新聞 名産大生、長野・昼神温泉で就業体験　今夏から 名古屋産業大学 長野県

分野 日付 媒体 記事タイトル 大学・短期大学 都道府県

公開講座 2012年03月18日 神戸新聞 古文書の読解に挑む受講生たち＝コミセンおの分館よって吉蔵 神戸大学 兵庫県

公開講座 2012年03月28日 沖縄タイムス 北部の子育て環境議論　名桜大でフォーラム 名桜大学 沖縄県

公開講座 2012年04月08日 毎日新聞 和大土曜講座:今年度スタート　防災テーマに講演　／和歌山 和歌山大学 和歌山県

公開講座 2012年04月15日 産業経済新聞 東海大短大が食品加工講座　静岡 東海大学短期大学部 静岡県

公開講座 2012年04月15日 中日新聞 【三重】地域防災の担い手養成講座入塾式 三重大学 三重県

公開講座 2012年04月19日 産業経済新聞 小中生向けに「科学カレッジ」４大学と連携　東京・文京区
東京大学／中央大学／お茶の水女子
大学／日本女子大学

東京都

公開講座 2012年04月27日 タウンニュース 専大心理教育相談室＿脳を鍛える公開講座 専修大学 神奈川県

公開講座 2012年04月27日 タウンニュース 日本女子大で心の講座＿６月９日から連続４回 日本女子大学 神奈川県

公開講座 2012年05月01日 山陰中央新報 早稲田大の公開講座　「古事記」大人気 早稲田大学 東京都

公開講座 2012年05月10日 福島民報 福島大が復興加速へ新事業　再生可能エネ拠点化へ講義を一般開放 福島大学 福島県

公開講座 2012年05月13日 沖縄タイムス 次世代へ自立策提言　沖大で復帰シンポ 沖縄大学 沖縄県

公開講座 2012年05月13日 北國新聞 保存と創造で都心復興　金沢学講座 金沢大学 石川県

公開講座 2012年05月13日 陸奥新報 「地域について学ぶ」「いろんな青森・いろんな時代」 青森中央学院大学 青森県



分野 日付 媒体 記事タイトル 大学・短期大学 都道府県

産学連携 2012年03月16日 日本経済新聞 百貨店、商品から地元密着　高島屋柏店は千葉大栽培の生花 千葉大学 千葉県

産学連携 2012年03月18日 北國新聞 廃棄物の山、有望な熱源　金沢のグループが装置 金沢大学 石川県

産学連携 2012年03月19日 山口新聞 福岡をゲーム都市に　産学官連携組織がイベント 九州大学 福岡県

産学連携 2012年03月23日 中日新聞 【福井】産学連携のしょうゆ完成　２４日から販売 福井県立大学 福井県

産学連携 2012年03月23日 中國新聞 特産鶏肉と果汁でメンチカツ 山口大学／山口県立大学 山口県

産学連携 2012年03月24日 高知新聞 よさこい学ぶゼミ開講へ　武蔵野大 武蔵野大学 東京都

産学連携 2012年03月27日 朝日新聞 東京経済大生がトレーシートをデザイン　「Ｒバーガー」と協力 東京経済大学 東京都

産学連携 2012年03月27日 日本経済新聞 添乗員向け介護資格や理科教室…静岡の大学、産学連携で工夫 静岡大学／静岡福祉大学 静岡県

産学連携 2012年03月28日 日本経済新聞 信州大など、福祉施設向けの砂栽培による植物工場を開発 信州大学 長野県

産学連携 2012年03月29日 日本経済新聞 鳥取大発ベンチャー、間伐材から消臭剤　まずペット用商品化 鳥取大学 鳥取県

産学連携 2012年03月30日 毎日新聞 新教育の森：地域文化生かし企業活動　山口県立大、ファッション界に新風　／福岡 山口県立大学 山口県

産学連携 2012年03月30日 奈良新聞 産学官の研究を発表 - 断線メカニズムを推定 奈良工業高等専門学校 奈良県

産学連携 2012年03月31日 神奈川新聞 明治大学の産学連携センターが完成、「川崎発」の新産業創出を目指す/神奈川 明治大学 神奈川県

産学連携 2012年04月04日 日本経済新聞 イオン、女子栄養大と提携　健康配慮ＰＢなど開発 女子栄養大学 日本

産学連携 2012年04月05日 桐生タイムス 専用容器開発へ　産学官民「おがくず炭培養土」事業 群馬大学 群馬県

産学連携 2012年04月05日 朝日新聞 日産と西日本工大が産学連携の協定結ぶ 西日本工業大学 福岡県

産学連携 2012年04月06日 中日新聞 【石川】「産学官」連携　金大に新拠点　先端科学・イノベーション推進機構 金沢大学 石川県

産学連携 2012年04月07日 福島民友新聞 アサヒグループが「福幸プロジェクト」で本県復興応援 福島大学 福島県

産学連携 2012年04月07日 京都新聞 企業の相談、ネットで受け付け　産学公連携機構
京都大学／京都府立医科大学／同志
社大学／立命館大学

京都府

産学連携 2012年04月10日 日本経済新聞 会津大、環境配慮型都市の研究加速　富士通と協定 会津大学 福島県

産学連携 2012年04月11日 産業経済新聞 野村証券　福島大と震災復興支援で連携協定 福島大学 福島県

産学連携 2012年04月15日 産業経済新聞 奈良先端科技大、ダイキンと「課題発掘型」研究機関 奈良先端科学技術大学院大学 日本

産学連携 2012年04月16日 神奈川新聞 神奈川銀と関東学院大、地域発展目指し包括協定/横浜 関東学院大学 神奈川県



産学連携 2012年04月16日 河北新報 次世代車研究拠点新設へ　関自工などと共同開発　東北大 東北大学 日本

産学連携 2012年04月18日 日本経済新聞 帯畜大、敷島製パンと協定　十勝で産官学連携広がる 札幌国際大学／帯広畜産大学 北海道

産学連携 2012年04月20日 神奈川新聞 寄付講座やインターンシップ、専大と小田急が連携し取り組みへ 専修大学 日本

産学連携 2012年04月20日 日本経済新聞 敷島製パンと帯広畜産大、十勝地域における農業発展などで包括連携協定を締結 帯広畜産大学 北海道

産学連携 2012年04月26日 日本経済新聞 大阪市立大、人工光合成で産学連携拠点 大阪市立大学 大阪府

産学連携 2012年04月27日 日本経済新聞 富士電機など16社　産学官でパワー半導体の共同研究組織を設立 筑波大学 日本

産学連携 2012年05月01日 神奈川新聞 着るだけで疲労回復、厚木のメーカーが新ジャンルのウエア販売へ/神奈川 東海大学 神奈川県

産学連携 2012年05月02日 産業経済新聞 福岡を金型研究の拠点に　九工大と福工大　連携協定を結ぶ 九州工業大学／福岡工業大学 福岡県

産学連携 2012年05月03日 日本海新聞 山形大、次世代リチウムイオン電池を米沢で開発 山形大学 山形県

産学連携 2012年05月06日 大阪日日新聞 産学連携で商品開発　埼玉の飲料メーカーと関学大 関西学院大学 日本

産学連携 2012年05月10日 讀賣新聞 東北大などが産学連携、寒冷地向けＥＶを研究 東北大学／弘前大学 宮城県

産学連携 2012年05月12日 福井新聞 コーティング測定技術を世界初開発　福井大産学連携チームに学会技術賞 福井大学 日本

産学連携 2012年05月15日 中國新聞 産学で「気象レーダー」活用 広島工業大学 広島県


