新聞記事ネット情報（2011年11月16日～2012年01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 2011年11月17日 河北新報

陸前高田市議会と法政大、復興へ初の包括連携協定締結

法政大学

岩手県

社会貢献 2011年11月19日 茨城新聞

江戸崎商店街に「いえ印」復元 筑波大院生ら、稲敷で社会実験

筑波大学

茨城県

社会貢献 2011年11月22日 讀賣新聞

ものづくりの人材育成で県立大と湯沢翔北高が連携（秋田）

秋田県立大学

秋田県

社会貢献 2011年11月29日 河北新報

ＩＴ企業と明大が被災中高生支援 交流の場提供 大船渡

明治大学

岩手県

社会貢献 2011年11月29日 南日本新聞

教育への新聞活用、鹿児島大教育学部と連携協定

鹿児島大学

鹿児島県

社会貢献 2011年11月29日 山陽新聞

大学生が近くの中学生の学習支援 「放課後の居場所」にと中国学園大生ら

中国学園大学／中国短期大学

岡山県

社会貢献 2011年11月29日 中日新聞

まちづくり ご意見番よろしく 高岡市と富大連携協定

富山大学

富山県

社会貢献 2011年11月29日 讀賣新聞

人材育成へ異色タッグ…滋賀＿大津市議会、龍谷大と連携

龍谷大学

滋賀県

社会貢献 2011年11月30日 讀賣新聞

春日部市と県立大健康づくりで協定（埼玉）

埼玉県立大学

埼玉県

社会貢献 2011年12月04日 産業経済新聞

５つの柱で復興を支援 筑波大が被災自治体と連携 茨城

筑波大学

茨城県

社会貢献 2011年12月04日 中日新聞

雪かき支援 今冬も期待 市役所 学生ら町会と顔合わせ

金沢大学／金沢星稜大学／北陸大学 石川県

社会貢献 2011年12月05日 讀賣新聞

教員志望者 貴重な体験 添削分担 教師の負担軽減（新潟）

新潟大学／新潟青陵大学

新潟県

社会貢献 2011年12月06日 佐賀新聞

早稲田大生、鹿島市へ まちづくり研究で巡遊

早稲田大学

佐賀県

社会貢献 2011年12月07日 日本海新聞

米子にサテライトキャンバス 鳥取環境大が開設

鳥取環境大学

鳥取県

社会貢献 2011年12月13日 日本経済新聞

立教大、福島学院大と復興連携 人材育成へ研究所

立教大学／福島学院大学

福島県

社会貢献 2011年12月14日 徳島新聞

受講２３６９人、完走５６５人 徳大講座「ホノルルマラソンを走ろう」

徳島大学

徳島県

社会貢献 2011年12月14日 大分合同新聞

緒方町「集落営商」実験店で連携授業

大分大学

大分県

社会貢献 2011年12月15日 タウンニュース

「地域貢献」 さが女が全国No.１＿日経研究所調べ 被災地支援活動で高評価

相模女子大学

日本

社会貢献 2011年12月16日 北海道新聞

北大と環境４団体 連携協定

北海道大学

北海道

社会貢献 2011年12月16日 紀伊民報

紀南の地質資源生かそう 和歌山大、教育や観光で取り組み

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2011年12月16日 朝日新聞

「災害復興学」構築へ３大学連携 福島大・宮城教育大・山形大

福島大学／宮城教育大学／山形大学 日本

社会貢献 2011年12月17日 讀賣新聞

学生の目線で銀山ガイド本…島根＿県立大 ５年かけ調査・資料収集

島根県立大学短期大学部
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島根県

社会貢献 2011年12月19日 朝日新聞

食育推進で学校結ぶ 女子栄養大や農業系高校が協定

女子栄養大学

社会貢献 2011年12月19日 日本経済新聞

宮城県の21大学が復興へタッグ リーダー育成や技術支援

東北学院大学／石巻専修大学／仙台
宮城県
高等専門学校／東北工業大学

社会貢献 2011年12月20日 河北新報

復興大学、来年４月開講 被災地支える即戦力を育成

東北工業大学

宮城県

社会貢献 2011年12月21日 山形新聞

山形大農学部と東北森林管理局が連携協定締結

山形大学

日本

社会貢献 2011年12月22日 福島民報

福島大と立教大がサテライト 復興発信へ協定締結

福島大学／立教大学

東京都

社会貢献 2011年12月29日 徳島新聞

来年度、徳大に農工連携講座 栽培技術などに県が講師派遣

徳島大学

徳島県

社会貢献 2011年12月30日 朝日新聞

再生可能エネだけで自給自足、全国に５２市町村 千葉大

千葉大学

日本

社会貢献 2011年12月31日 京都新聞

長浜の庭、一冊に紹介 町家中心に４０軒

京都大学

滋賀県

社会貢献 2012年01月01日 河北新報

山形の食、カレンダーに 学生ら作製 季節のレシピ付け紹介

山形大学

山形県

社会貢献 2012年01月01日 山形新聞

山形大、東北創生研をきょう１日開設 自立分散型の社会めざす

山形大学

山形県

社会貢献 2012年01月03日 京都新聞

家族の写真預かります 佛大生発案で計画

佛教大学

京都府

社会貢献 2012年01月05日 山形新聞

納豆汁、ぼた餅、芋煮…めくっておいしさ再発見 山大生が食育カレンダー作成

山形大学

山形県

社会貢献 2012年01月05日 岩手日日新聞

復興担う人材育成へ 県内5大学「いわて高等教育コンソーシアム」

岩手大学／岩手県立大学／岩手医科
岩手県
大学／富士大学／盛岡大学

社会貢献 2012年01月05日 富山新聞

温浴施設隣に健康づくり拠点 氷見の海岸埋立地 １月着工、９月開業

金沢医科大学

富山県

社会貢献 2012年01月07日 福島民報

会津大が復興支援センター 雇用創出、人材育成目指す

会津大学

福島県

社会貢献 2012年01月07日 毎日新聞

東亜大：東アジア文化知ろう 研究所開設 成果発信、地域貢献目指す ／山口

東亜大学

山口県

社会貢献 2012年01月07日 静岡新聞

「富士山かるた」初披露 常葉学園大学生ら制作

常葉学園大学

静岡県

社会貢献 2012年01月09日 京都新聞

成安造形大生らの古民家カフェがリニューアル

成安造形大学

滋賀県

社会貢献 2012年01月09日 朝日新聞

福島・浪江高が復興へ人材育成 福島大が支援

福島大学

福島県

社会貢献 2012年01月11日 紀伊民報

民泊で農業体験 モニターツアーで大学生

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2012年01月11日 静岡新聞

静産大が初の「俳句コンテスト」 ２月１７日まで

静岡産業大学

静岡県

社会貢献 2012年01月11日 中日新聞

世界農業遺産 能登ＰＲや情報交換 金大 フィリピン棚田視察へ

金沢大学

世界

社会貢献 2012年01月12日 福井新聞

グローバル化に内需産業も対策を 県立大地域経済研が提言

福井県立大学

福井県

社会貢献 2012年01月12日 福島民友新聞

福大の「未来支援センター」に特任教員６人採用へ

福島大学

福島県
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埼玉県

社会貢献 2012年01月12日 山陽新聞

岡山大と山陽新聞社が連携協定締結＿ＮＩＥ強化へ記者派遣 地域発展に貢献へ

岡山大学

岡山県

社会貢献 2012年01月13日 紀伊民報

「思い出」の修復完了 台風の水害で傷んだ文集など

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2012年01月13日 東京新聞

多文化の共生へ 人材の育成講座 群大、受講生募集

群馬大学

群馬県

社会貢献 2012年01月13日 朝日新聞

自分だけのロボに目輝かせる児童 北九州高専が出前授業

北九州工業高等専門学校

福岡県

社会貢献 2012年01月14日 河北新報

先生の仕事、高校生が体験 横手南中で「ミニミニ実習」

秋田大学

秋田県

社会貢献 2012年01月14日 神奈川新聞

“健脚”で災害時協力を、国学大陸上部に高津区長が依頼/川崎

國學院大学

神奈川県

社会貢献 2012年01月15日 毎日新聞

ぐるっと秋田：本荘由利特集 集落の活性化策、来月４日報告会 国際教養大学生ら
／秋田

国際教養大学

秋田県

社会貢献 2012年01月15日 毎日新聞

情報誌：信大教育学部の学生１３人、授業の一環で製作 教員生活、地域の魅力発信 信州大学
へ ／長野

長野県

社会貢献 2012年01月15日 陸奥新報

「雪かたづけ隊」始動 弘大生らボランティア

弘前大学

青森県

社会貢献 2012年01月15日 東京新聞

観光地で体験プログラムして打ち解けて 婚活パーティーしよう

東海大学

神奈川県

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 2011年12月11日 京都新聞

地域との協働、課題探る 龍大ＲＥＣ設立２０年でシンポ

龍谷大学

滋賀県

公開講座 2011年12月16日 南日本新聞

アジアの酒食連携学ぶ 鹿児島大で焼酎学シンポ

鹿児島大学

鹿児島県

公開講座 2011年12月16日 佐賀新聞

弥生時代の料理に挑戦 土器で炊飯、山芋汁も

佐賀女子短期大学

佐賀県

公開講座 2011年12月19日 夕刊デイリー

１０２人受講、４８人が皆勤－九州保健福祉大学

九州保健福祉大学

宮崎県

公開講座 2011年12月19日 岩手日報

復興へ産学官が結束 宮古でワークショップ

岩手県立大学宮古短期大学部

岩手県

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 2011年11月23日 河北新報

震災研究で連携協定 東北大とＩＢＭ、３年後にも成果報告

東北大学

宮城県

産学連携 2011年11月23日 日刊工業新聞

相模原会議所、産学公連携で“相模原の水”ブランド化

相模女子大学

神奈川県

産学連携 2011年11月25日 室蘭民報

室蘭で産学官「経営革新塾」開講―次世代担う人材育成を

室蘭工業大学

北海道

産学連携 2011年11月28日 毎日新聞

水と緑の地球環境：ＴＯＫＹＯ ＦＭの産学連携特別講座「ＲＡＤＩＯ ＦＵＴＵＲＥ」

明治大学

東京都

産学連携 2011年11月28日 日本経済新聞

浦安、産学官でスマートシティ整備

明海大学

千葉県

産学連携 2011年11月29日 山陽新聞

おもちゃ王国 園内で楽しく算数 小学生向け校外学習プラン始める

香川大学／鳴門教育大学

岡山県

産学連携 2011年12月01日 産業経済新聞

【飛躍カンパニー】キャスタリアなど産学連携プロジェクト

石巻専修大学

宮城県
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産学連携 2011年12月01日 日本経済新聞

雇用ミスマッチ解消へ連携 静岡経済４団体と県内大学

静岡大学／静岡県立大学

静岡県

産学連携 2011年12月02日 神戸新聞

金属材料分野で関西との連携促進 東北大

東北大学／兵庫県立大学

日本

産学連携 2011年12月02日 タウンニュース

産学官連携をより積極的に＿東京工芸大学で報告会

東京工芸大学

神奈川県

産学連携 2011年12月03日 京都新聞

みやこめっせで産学協同のデザイン展

京都芸術デザイン専門学校

京都府

産学連携 2011年12月06日 神戸新聞

ハム製造の三田屋、鹿肉製品販売へ 県立大と開発

兵庫県立大学

兵庫県

産学連携 2011年12月06日 東京新聞

大学生の目線で新商品提案 足利の織物会社新素材開発

東京学芸大学

栃木県

産学連携 2011年12月07日 河北新報

産学で放射能除去装置研究 東経連が福島のグループ支援

東北文化学園大学

福島県

産学連携 2011年12月09日 毎日新聞

中経連：名古屋大など５大学入会 産官学で連携 ／愛知

名古屋大学／名古屋工業大学／名古
屋市立大学／名古屋学院大学／南山 愛知県
大学

産学連携 2011年12月09日 佐賀新聞

サガン鳥栖と佐賀大が連携協定 グッズの共同開発も

佐賀大学

佐賀県

産学連携 2011年12月09日 茨城新聞

研究人材確保へ「博士の卵」就業体験 筑波大と県内中小28社

筑波大学

茨城県

産学連携 2011年12月10日 朝日新聞

近畿の７高専と産学連携の覚書

舞鶴工業高等専門学校／明石工業高
等専門学校／奈良工業高等専門学校
／和歌山工業高等専門学校／大阪府
日本
立大学工業高等専門学校／神戸市立
工業高等専門学校／近畿大学工業高
等専門学校

産学連携 2011年12月17日 讀賣新聞

香川大衛星 １３年度打ち上げ＿宇宙ごみ除去技術 追い風

香川大学

香川県

産学連携 2011年12月20日 毎日新聞

保全活動：産学官で オオタカやトウキョウサンショウウオの生息環境－－あきる野
／東京

明星大学

東京都

産学連携 2011年12月20日 東京新聞

全天映像 一面がれき 池袋のプラネタリウム

和歌山大学

東京都

産学連携 2011年12月21日 河北新報

環境・エネ 産学官連携 産業振興へネット設立 いわき市

福島工業高等専門学校

福島県

産学連携 2011年12月21日 西日本新聞

医療技術開発で連携 飯塚市、飯塚病院、九工大が協定

九州工業大学

福岡県

産学連携 2011年12月22日 中日新聞

金大、富大と連携強化 北電社長「地域と共栄のため」

金沢大学／富山大学

日本

産学連携 2011年12月31日 山形新聞

汚染稲わらのセシウム除去装置開発へ 山形大など、車両搭載型を計画

山形大学

山形県

産学連携 2012年01月01日 タウンニュース

歌い継ぐ 「赤とんぼ」＿産学公で今春山田耕筰の碑を設置

文教大学

神奈川県

産学連携 2012年01月03日 山口新聞

魚醤使ったレシピ考案 県立大とヤマカ醤油

山口県立大学

山口県

産学連携 2012年01月05日 時事通信

日本一長いにんじんのジュース発売＝山梨〔地域〕

山梨大学

山梨県
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産学連携 2012年01月05日 朝日新聞

大和総研、一橋大と包括提携 人材育成や共同研究

一橋大学

東京都

産学連携 2012年01月05日 日本農業新聞

水でセシウム分離 除染土壌戻せる 産学連携技術開発

東京工業大学

東京都

産学連携 2012年01月06日 神戸新聞

新研究棟を１０月に開設 県立工業技術センター

兵庫県立大学

兵庫県

産学連携 2012年01月06日 山形新聞

重粒子線がん治療施設、産学官で検討会議 山形大医学部

山形大学

山形県

産学連携 2012年01月08日 岩手日報

２次電池の材料製造研究 県と岩手大、産業化を目標

岩手大学

岩手県

産学連携 2012年01月09日 伊勢新聞

欧州経済ミッション団 県と三重大 ＣＳＥＭと覚書締結

三重大学

世界

産学連携 2012年01月12日 東京新聞

「地域密着」にチャンス 新たな方向探るレコード会社

青山学院大学

東京都

産学連携 2012年01月13日 神奈川新聞

湘南信金と神大、産学連携協定締結/神奈川

神奈川大学

神奈川県

産学連携 2012年01月13日 神奈川新聞

県内金融機関が取引先支援を強化、円滑化法再延長で/神奈川

神奈川大学／横浜市立大学

神奈川県

産学連携 2012年01月14日 南日本新聞

宇宙焼酎「まろやか」 鹿児島大・北辰蔵で試飲会

鹿児島大学

鹿児島県

産学連携 2012年01月14日 山口新聞

サラシア栽培、印で開始 下関・タカマ、市場拡大に意気込み

山口大学

世界

5

