
新聞記事ネット情報（2013年01月16日～2013年03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 2013年01月16日 毎日新聞 京都文教大:住民と連携、伏見区向島を元気に　活動拠点開設　／京都 京都文教大学 京都府

社会貢献 2013年01月17日 河北新報 震災風化させない　東北福祉大生有志がカレンダー製作 東北福祉大学 宮城県

社会貢献 2013年01月22日 朝日新聞 書き損じはがき集め途上国支援　昭和女子大　東京 昭和女子大学 東京都

社会貢献 2013年01月23日 大分合同新聞 身に付く“社会人力”　県立芸文短大 大分県立芸術文化短期大学 大分県

社会貢献 2013年01月24日 愛媛新聞 島の魅力発信へコラボ　松山大生がツアーなど企画 松山大学 愛媛県

社会貢献 2013年01月25日 神奈川新聞 市と東大などがスマホ防災アプリ開発「被害イメージ手軽に確認」／茅ケ崎 東京大学 神奈川県

社会貢献 2013年01月25日 山口新聞 梨のチーズケーキいかが？県立大と周南・須金の婦人会製作 山口県立大学 山口県

社会貢献 2013年01月29日 東京新聞 【東京】地域が舞台「十条コレ」　大学生、交流しながら衣料販売 東京家政大学 東京都

社会貢献 2013年01月29日 島根日日新聞社 島大生、雲南地域活性化へ提案 島根大学 島根県

社会貢献 2013年01月30日 讀賣新聞 地域活性化で学生と連携 山梨県立大学／跡見学園女子大学 山梨県／埼玉県

社会貢献 2013年01月31日 讀賣新聞 雪おろし通じて過疎地と交流…関学大 関西学院大学 兵庫県

社会貢献 2013年01月31日 紀伊民報 廃校舎活用でモデルづくり　きのくに活性化センター 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2013年02月03日 朝日新聞 大学、高校と連携続々　人材育成・志願者増狙う　群馬 東洋大学 群馬県

社会貢献 2013年02月04日 琉球新報 地域の魅力再発見　大学生ら区民と散策路づくり 琉球大学 沖縄県

社会貢献 2013年02月06日 讀賣新聞 環境、地域活動で連携　名産大と四日市農芸高 名古屋産業大学 三重県

社会貢献 2013年02月07日 埼玉新聞 武里団地入居の大学生６人が住民と初顔合わせ／春日部
日本工業大学／埼玉県立大学／共栄
大学

埼玉県

社会貢献 2013年02月09日 東京新聞 【群馬】新年度予算案　桐生市　群大院生を中学校講師に 群馬大学 群馬県

社会貢献 2013年02月09日 朝日新聞 五條新町まちづくり、横浜美術大と連携へ　奈良 横浜美術大学 奈良県

社会貢献 2013年02月09日 神奈川新聞 誘拐から子ども守ろう、専修大の学生らが多摩区の幼稚園で教室／川崎 専修大学 神奈川県

社会貢献 2013年02月13日 讀賣新聞 地域発展、人材育成で連携＿中津川市と中京学院大協定 中京学院大学 岐阜県

社会貢献 2013年02月13日 中日新聞 【滋賀】湖北の食材使い４品考案　長浜バイオ大生 長浜バイオ大学 滋賀県



社会貢献 2013年02月14日 東京新聞 【群馬】沼田市と横浜商大、１９日協定調印　学生が祭り・仕事体験 横浜商科大学 群馬県

社会貢献 2013年02月14日 讀賣新聞 前橋工科大発　商品化の夢 前橋工科大学 群馬県

社会貢献 2013年02月15日 福島民報 【会津大の教育連携】地域貢献強める契機に 会津大学／会津大学短期大学部 福島県

社会貢献 2013年02月15日 南日本新聞 鹿児島大生と喜界の農家「ごまスパイス」を共同開発 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2013年02月16日 紀伊民報 住民の困り事解決　佐本地域で摂南大生　すさみ 摂南大学 和歌山県

社会貢献 2013年02月17日 神奈川新聞 相模女子大が子育て支援「開かれた大学」目指し／相模原 相模女子大学 神奈川県

社会貢献 2013年02月17日 福井新聞 理科教育充実へ専門教員養成いかに　福井大に全国から関係者集いシンポ 福井大学 福井県

社会貢献 2013年02月18日 佐賀新聞 地域活性化やアプリ開発　高校生プレゼン 佐賀大学 佐賀県

社会貢献 2013年02月19日 讀賣新聞 入居団地の高齢者と交流…埼玉の大学生ら
埼玉県立大学／共栄大学／日本工業
大学

埼玉県

社会貢献 2013年02月19日 朝日新聞 おもしろい高松、香川大生が紹介します　マップ無料配布 香川大学 香川県

社会貢献 2013年02月20日 東海日日新聞 豊橋まちなかお店マップ完成＿初心者のためのガイド多くの人に活用して 愛知大学 愛知県

社会貢献 2013年02月23日 東京新聞 【社会】大学で理科学ぼう　東京理科大に小中学生向け施設 東京理科大学 東京都

社会貢献 2013年02月25日 広島経済新聞 広島に新たなご当地キャラ「安佐美　なみ」－投票でビジュアル決定
広島経済大学／広島修道大学／安田
女子大学

広島県

社会貢献 2013年03月01日 中日新聞 【岐阜】学生らが高山祭「金鳳台」復元 京都市立芸術大学 岐阜県

社会貢献 2013年03月03日 四国新聞 地域の魅力発信で連携／香川大と中讃2市3町協定 香川大学 香川県

社会貢献 2013年03月05日 京都新聞 御池の街並み、絵画パネルで表現　京都市立芸大生ら 京都市立芸術大学 京都府

社会貢献 2013年03月06日 神奈川新聞 教材は三浦の海　東大の施設と市教委が連携、小学校でモデル授業／神奈川 東京大学 神奈川県

社会貢献 2013年03月06日 熊野新聞 観光商品化の道探る＿ジオパーク関係者が意見交換＿和歌山県 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2013年03月07日 中國新聞 学生街活性化へ広島大生結束 広島大学 広島県

社会貢献 2013年03月10日 朝日新聞 大学ゼミに高校生参加　大分大、共同研究で相乗効果 大分大学 大分県

社会貢献 2013年03月10日 産業経済新聞 自殺抑止には雇用が必要…関西大が被災地でＩＴ起業支援 関西大学 岩手県

社会貢献 2013年03月10日 産業経済新聞 東北大「復興アクション」策定　震災の教訓生かし地域との連携強化　宮城 東北大学 宮城県

社会貢献 2013年03月12日 毎日新聞 キャンパスウオーク・これが評判！:女子美大　地域連携ギャラリー　／東京 女子美術大学 東京都



社会貢献 2013年03月13日 京都新聞 京田辺の子の遊び場一目で　同大・同女大生マップ作製 同志社大学／同志社女子大学 京都府

社会貢献 2013年03月13日 山形新聞 学生の目で上山ＰＲ、菓子店など紹介　東北文教大短大学部生が冊子作製 東北文教大学短期大学部 山形県

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 2013年01月17日 新潟日報 新潟水俣病テーマに公開講座 新潟大学 新潟県

公開講座 2013年01月24日 神奈川新聞 県内大学が観光客誘致へシンポジウム開催、参加者を募集中／横浜
松蔭大学／東海大学／文教大学／横
浜商科大学

神奈川県

公開講座 2013年01月28日 中日新聞 【石川】まちづくりを考える　野々市　金大と市民ら１５０人討論 金沢大学 石川県

公開講座 2013年01月30日 讀賣新聞 保育士の卵ら人形劇公演…来月１６日 高崎健康福祉大学短期大学部 群馬県

公開講座 2013年02月01日 北海道新聞 】街に飛び出し研究発表　未来大情報デザインコース　３日から 公立はこだて未来大学 北海道

公開講座 2013年02月02日 産業経済新聞 日本発１００年ブランド再創造　文化ファッション大学院大学　シンポ開催 文化ファッション大学院大学 東京都

公開講座 2013年02月05日 讀賣新聞 大学が地域で果たすべき役割とは？ 徳島大学 徳島県

公開講座 2013年02月06日 日本経済新聞 県内全市長、山梨学院大で講義　10月から政策・地域を発信 山梨学院大学 山梨県

公開講座 2013年02月07日 山形新聞 工学的視点で観光の可能性展望　米沢・提言やトーク 山形大学 山形県

公開講座 2013年02月11日 毎日新聞 原発:東海第２廃炉訴える　茨城大の公開講座で東海村長「村民を守るため」　／茨城 茨城大学 茨城県

公開講座 2013年02月14日 茨城新聞 震災、映画で振り返る　16、17日筑波大、無料で一般公開 筑波大学 茨城県

公開講座 2013年02月14日 産業経済新聞 法政大学初のビジネスプランコンテスト『APOLLO2012』　無事閉幕！ 法政大学 東京都

公開講座 2013年02月16日 福井新聞 仁愛大生が地域連携活動の成果発表　卒業生が研究公開プレゼン 仁愛大学 福井県

公開講座 2013年02月17日 神奈川新聞 横浜国大でいじめ解決考えるフォーラム「子どもに居場所を」／神奈川 横浜国立大学 神奈川県

公開講座 2013年02月22日 佐賀新聞 経験生かし子育て交流　佐女短で公開講座 佐賀女子短期大学 佐賀県

公開講座 2013年02月23日 熊本日日新聞 胎児性水俣病の課題探る　学園大でシンポジウム 熊本学園大学 熊本県

公開講座 2013年03月07日 ZAKZAK 昭和女子大学オープンカレッジ　教育、語学系が充実シニア向け講座も 昭和女子大学 東京都

公開講座 2013年03月08日 長野日報 幼少期に「おもてなし」授業　諏訪元気プロジェクト発掘大会で大学生提案 諏訪東京理科大学／杏林大学 長野県

公開講座 2013年03月10日 東奥日報 復興考える―弘大で国際シンポ 弘前大学 青森県

公開講座 2013年03月12日 北海道新聞 食材や調味料、科学の目で　室蘭工大の公開講座 室蘭工業大学 北海道

公開講座 2013年03月14日 ZAKZAK 和光大学　語学、アート系が充実現役学生と一緒に学ぶ講座も 和光大学 東京都



産学連携 2013年03月14日 信濃毎日新聞 農と食の課題、工業で手助け　信大や生産者ら「研究会」 信州大学 長野県

公開講座 2013年03月15日 讀賣新聞 ４大学連携し減災リーダー講座　熊大など
熊本大学／熊本県立大学／熊本学園
大学／熊本保健科学大学 熊本県

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 2013年01月16日 讀賣新聞 佐賀大ブランド酒、初しぼり…来月発売 佐賀大学 佐賀県

産学連携 2013年01月17日 朝日新聞 「大卒」キャビア、限定発売　３０グラム１万円　和歌山 近畿大学 和歌山県

産学連携 2013年01月17日 日本経済新聞 城南信金、産業技術大学院大学と産学連携 産業技術大学院大学 東京都

産学連携 2013年01月23日 信濃毎日新聞 寒天料理 病院・施設へ　茅野の業者や大学　消費拡大へ連携 諏訪東京理科大学 長野県

産学連携 2013年01月24日 山形新聞 荘内銀と産技短大校、企業支援へ提携 山形県立産業技術短期大学校 山形県

産学連携 2013年01月26日 大分合同新聞 “大分度数”１００％　産学官が連携し開発 大分大学 大分県

産学連携 2013年01月28日 河北新報 地中熱で融雪　じんわり普及　弘前大と地元企業群が共同開発 弘前大学 青森県

産学連携 2013年02月01日 産業経済新聞 微生物で安心・安全、おいしい食料を　千葉大発ベンチャー発足 千葉大学 千葉県

産学連携 2013年02月03日 岩手日日新聞 岩手大に産学連携拠点を設立へ　共同研究体制を整備 岩手大学 岩手県

産学連携 2013年02月06日 北國新聞 「きららか梨」でバーガー　道の駅新湊と富山県立大が開発 富山県立大学 富山県

産学連携 2013年02月06日 讀賣新聞 地域発展、人材育成で連携セイノーＨＤと朝日大 朝日大学 岐阜県

産学連携 2013年02月09日 東京新聞 【東京】理科大に産学連携拠点　地元企業支援 東京理科大学 東京都

産学連携 2013年02月09日 讀賣新聞 地域発展、人材育成で連携…セイノーと朝日大 朝日大学 岐阜県

産学連携 2013年02月09日 琉球新報 野菜たっぷり減塩メニュー　社内食堂で沖縄伝統食 琉球大学 沖縄県

産学連携 2013年02月10日 中日新聞 【富山】路面電車　スマホで情報　インテックと富大が開発　富山でアプリ実験 富山大学 富山県

産学連携 2013年02月11日 讀賣新聞 エサに微生物混ぜ、豚の成長加速…千葉大 千葉大学 千葉県

産学連携 2013年02月14日 朝日新聞 カブ＋ヨーグルト…おいし総菜　大学生が発案　大阪 帝塚山学院大学 大阪府

産学連携 2013年02月14日 朝日新聞 バレンタイン、今年は総菜で　和洋女子大生が考案　千葉 和洋女子大学 千葉県

産学連携 2013年02月18日 産業経済新聞 「骨まで食べられる干物」に知事賞　松山ブランドコンテスト 聖カタリナ大学 愛媛県

産学連携 2013年02月19日 東奥日報 八戸大総研の受講生15人が起業 八戸大学 青森県

産学連携 2013年02月20日 神戸新聞 兵庫県商工会連合会、神戸親和女子大と連携協定 神戸親和女子大学 兵庫県



産学連携 2013年02月24日 福井新聞 地元企業の支援拠点、県立大に整備　福井、研究・交流棟の落成式 福井大学 福井県

産学連携 2013年02月27日 産業経済新聞
立教大学と武蔵野銀行による産学連携事業 第5弾 さいたま市大宮氷川参道のまち歩き
マップと観光映像が完成 立教大学 埼玉県

産学連携 2013年03月01日 熊本日日新聞 産廃「鉱滓」で人工魚礁　熊本大鳥居教授ら開発 熊本大学 熊本県／長崎県

産学連携 2013年03月01日 福井新聞 福井会議所と福井大が連携協定　グローバル人材育成へ 福井大学 福井県

産学連携 2013年03月05日 岐阜新聞 岐阜大に合併浄化槽の技術研究所、寄付受け４月設置 岐阜大学 岐阜県

産学連携 2013年03月07日 産業経済新聞 家庭での健康創造を産学連携で研究　北大に国際拠点建設へ 北海道大学／札幌医科大学 北海道

産学連携 2013年03月08日 RBB Today 東大の産学共同プロジェクトで誕生した、『思考する机』akamondesk（赤門机） 東京大学 東京都

産学連携 2013年03月15日 佐賀新聞 西九州大が研究成果や知的財産“見える化” 西九州大学 佐賀県

産学連携 2013年03月15日 産業経済新聞 宮城大学食産業フォーラム内に産学連携の「発芽と健康機能研究会」を設立 宮城大学 宮城県

産学連携 2013年03月15日 日本経済新聞 香川のブドウ「Ｒ―１」、加工品開発を本格化 香川大学 香川県


