
新聞記事ネット情報（2012年01月16日～2012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 2012年01月17日 苫小牧民報社 千歳科学技術大学が美深高と高大連携協定 千歳科学技術大学 北海道

社会貢献 2012年01月17日 讀賣新聞 鳥取大に地域防災研究拠点 鳥取大学 鳥取県

社会貢献 2012年01月18日 福島民友新聞 福島大と双葉地方８町村が復興へ連携協定締結 福島大学 福島県

社会貢献 2012年01月18日 東京新聞 【埼玉】「思い出返してあげたい」　学生やお年寄り　津波流出写真を修復 東京電機大学 日本

社会貢献 2012年01月19日 京都新聞 アイス＋地元食材、絶妙　児童ら須知高、京大と協力 京都大学 京都府

社会貢献 2012年01月19日 山梨日日新聞 山学大２６人に修了証＿山梨の魅力講義「観光カレッジ」 山梨学院大学 山梨県

社会貢献 2012年01月20日 産業経済新聞 ご当地グルメパン商品化　辰野高と松本大生、共同開発　長野 松本大学 長野県

社会貢献 2012年01月21日 福井新聞 福井県とお茶の水女子大学が協定　企業女性リーダー育成向け お茶の水女子大学 福井県

社会貢献 2012年01月21日 京都新聞 観光力アップへ　京大と明日香村が協定 京都大学 奈良県

社会貢献 2012年01月22日 産業経済新聞 焼酎かすで美肌に　学生ビジネスプランコンテスト 佐賀大学 佐賀県

社会貢献 2012年01月24日 神奈川新聞 市と東大大学院などがナノテク活用へ連携、情報処理装置の省力化で/川崎 東京大学 神奈川県

社会貢献 2012年01月24日 朝日新聞 上田の伝統野菜・山口大根おやきに 長野大学 長野県

社会貢献 2012年01月28日 高知新聞 芸西村と高知大が連携へ 高知大学 高知県

社会貢献 2012年01月28日 宮古毎日新聞 活気あふれる池間島に／平良地区＿世代を超えた交流会に意見沸騰／沖縄大学・高
大連携教育改革「宮古シマおこし」

沖縄大学 沖縄県

社会貢献 2012年01月28日 日本経済新聞 静岡産業大、地元密着のシンクタンク　４月創設 静岡産業大学 静岡県

社会貢献 2012年01月28日 西日本新聞 九大生、集落で聞き取り　日田市の羽田地区 九州大学 大分県

社会貢献 2012年01月29日 大分合同新聞 街の“未来像”大学生が描く　大分大学 大分大学 大分県

社会貢献 2012年01月30日 山形新聞 西川町と東北文教大、協定結ぶ　連携し交流促し地域発展めざす 東北文教大学 山形県

社会貢献 2012年01月31日 デーリー東北 青森産農水産物の研究成果 ネットで公開
八戸工業大学／八戸工業高等専門学
校／弘前大学

青森県

社会貢献 2012年02月02日 佐賀新聞 ＩＣＴ教育など２事業で新たに連携　佐賀大と県教委 佐賀大学 佐賀県

社会貢献 2012年02月05日 陸奥新報 「地域の中核大学の役割」地域の課題を市民と共に解決 弘前大学 青森県
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社会貢献 2012年02月06日 埼玉新聞 高齢団地に大学生入居　住民とイベント 日本工業大学／埼玉県立大学 埼玉県

社会貢献 2012年02月06日 東京新聞 【東京】国分寺のまちづくり　東経大の学生が提案 東京経済大学 東京都

社会貢献 2012年02月07日 東京新聞 【群馬】川場村　東京農大と連携協定　地域活性化と教育・研究で 東京農業大学 群馬県

社会貢献 2012年02月08日 朝日新聞 北大研究センターと観光連携　岐阜・白川村、地域興しなどで協定 北海道大学 岐阜県

社会貢献 2012年02月09日 山陽新聞 地域づくりに学生ら聞き取り調査＿津山市阿波地区で 岡山商科大学 岡山県

社会貢献 2012年02月09日 長崎新聞 離島、半島活性化に何が必要？　慶応大生ら提言 慶應義塾大学 長崎県

社会貢献 2012年02月10日 山陽新聞 就実大・短大と山陽新聞社が連携協定＿知的財産や編集機能など特長融合 就実大学／就実短期大学 岡山県

社会貢献 2012年02月10日 朝日新聞 作品持参、見て触れて　武蔵野美大生が中学校で授業 武蔵野美術大学 東京都

社会貢献 2012年02月10日 日本経済新聞 葛飾区、東京理科大と連携　小中生教育や産業振興 東京理科大学 東京都

社会貢献 2012年02月13日 日本経済新聞 「柏の葉」の「環境未来都市」　涙が出るほど嬉しい提案書 東京大学／千葉大学 千葉県

社会貢献 2012年02月15日 埼玉新聞 十文字女子大生がフリーペーパー発行 十文字女子大学 埼玉県

社会貢献 2012年02月15日 沖縄タイムス 南城ＰＲに芸大生の知恵　自然や特産活用 沖縄県立芸術大学 沖縄県

社会貢献 2012年02月16日 朝日新聞 撮りに来て北条鉄道　関西学院大の学生、宣伝ビデオ作り 関西学院大学 兵庫県

社会貢献 2012年02月16日 朝日新聞 京都大、大阪府立の進学特色１０高校と連携へ 京都大学 大阪府

社会貢献 2012年02月17日 朝日新聞 一橋大、商店街と共に１０年　学生まちづくらーの奮闘が本に 一橋大学 東京都

社会貢献 2012年02月18日 神戸新聞 輝く女性の思い、インタビュー冊子で紹介　武庫女大生 武庫川女子大学 兵庫県

社会貢献 2012年02月20日 埼玉新聞 自転車で「ぐるっと埼玉」　学生が調査走行 埼玉大学／東洋大学／獨協大学／立
正大学

埼玉県

社会貢献 2012年02月20日 朝日新聞 都市農業研究で神奈川県と４大学が協定
麻布大学／東京農業大学／日本大学
／明治大学

神奈川県

社会貢献 2012年02月21日 島根日日新聞社 大学と地域が意見交換／キャンパスモニター会議／県立大学出雲キャンパス 島根県立大学 島根県

社会貢献 2012年02月22日 神戸新聞 謎多きアナゴの養殖に挑戦　姫路市が近大と共同研究へ 近畿大学 兵庫県

社会貢献 2012年02月22日 神戸新聞 耕作放棄地をナシ園に　神戸大と篠山市民らが協力 神戸大学 兵庫県

社会貢献 2012年02月22日 中國新聞 宮島エコツアーに外国人関心 広島工業大学 広島県

社会貢献 2012年02月23日 神奈川新聞 秦野の魅力を音楽劇に、大学生が地域取材し民話アレンジ/神奈川 東海大学 神奈川県

社会貢献 2012年02月25日 河北新報 私大・短大結束、復興後押し　ネット３６を４月設立 「東北再生私大ネット３６(さんりく)」 日本
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社会貢献 2012年02月26日 十勝毎日新聞 帯広畜大が観光スポットに 帯広畜産大学 北海道

社会貢献 2012年02月26日 朝日新聞 ブログで広報活動　明治学院大生、大槌の仮設商店街をPR 明治学院大学 岩手県

社会貢献 2012年02月27日 四国新聞 学生ら竹の玩具など指導／「かがわ子ども大学」合同祭 高松大学／香川大学／四国学院大学 香川県

社会貢献 2012年02月27日 讀賣新聞 秋大いぶりがっこ店頭へ　学生の苦心作、ＰＲ実る（秋田） 秋田大学 秋田県

社会貢献 2012年02月28日 陸奥新報 東北女子大と弘前市教委が教育施策充実へ協定 東北女子大学 青森県

社会貢献 2012年02月28日 両丹日日新聞 地域活性化と学生の力－若者との接し方を示唆　コトおこし講座 成美大学 京都府

社会貢献 2012年02月29日 神奈川新聞 商店街の「寺子屋」に集う笑顔、横国大生が無料で先生役/横浜 横浜国立大学 神奈川県

社会貢献 2012年02月29日 朝日新聞 学生カフェ、高齢者に宅配弁当　新発田の空き店舗で敬和学園大 敬和学園大学 新潟県

社会貢献 2012年03月01日 北海道新聞 藤女子大生がシェフ　石狩の地域食堂で来月から実習 藤女子大学 北海道

社会貢献 2012年03月01日 神戸新聞 酒テーマに新たな菓子を　西宮の学生が開発中 大手前大学 兵庫県

社会貢献 2012年03月01日 大分合同新聞 別府大学青年団　全国で初、学生が結成 別府大学 大分県

社会貢献 2012年03月03日 北國新聞 石川の里山雑誌、来月創刊　学生グループ
金沢大学／金沢美術工芸大学 ／石川
県立大学

石川県

社会貢献 2012年03月03日 毎日新聞 東日本大震災：専修大で地域復興シンポ…支援の連携探る 専修大学 東京都

社会貢献 2012年03月05日 室蘭民報 洞爺湖生物多様性フォーラム開催、生態系の知識深める 酪農学園大学 北海道

社会貢献 2012年03月06日 徳島新聞 薬膳かゆ特産品に　限界集落の薬草使用し開発 徳島大学 徳島県

社会貢献 2012年03月07日 日本海新聞 注目集める環境大「英語村」　グローバル化に対応 鳥取環境大学 鳥取県

社会貢献 2012年03月08日 釧路新聞 標津町と北大、連携協定 北海道大学 北海道

社会貢献 2012年03月10日 日本経済新聞 相模原市、美術系４大学と提携　アート活用し街づくり
女子美術大学／多摩美術大学／東京
造形大学／桜美林大学

神奈川県

社会貢献 2012年03月12日 讀賣新聞 野生生物研究で協定　標津町・北大大学院など 北海道大学 北海道

社会貢献 2012年03月12日 東武よみうり 「観光」テーマに意見交換・「中心となる目玉が必要 獨協大学 埼玉県

社会貢献 2012年03月13日 神奈川新聞 多摩区内の３大学が地域活動を紹介、１７日フェア開催へ/川崎 明治大学／日本女子大学／専修大学 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 2012年01月19日 河北新報 東北大が「プロデューサー塾」開設、地域経済復興に向け 東北大学 宮城県

公開講座 2012年01月20日 大分合同新聞 海外旅行客の誘致に力を　湯布院町でシンポ 首都大学東京 大分県
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公開講座 2012年02月02日 山陽新聞 紅葉や超伝導体研究発表　４日に岡山大で玉野高サイエンス部 岡山大学 岡山県

公開講座 2012年02月04日 神奈川新聞 高津の中小企業の魅力、専修大生がシンポで紹介/川崎 専修大学 神奈川県

公開講座 2012年02月05日 毎日新聞 原発：地域とのあり方考えよう　茨大で公開講座始まる　／茨城 茨城大学 茨城県

公開講座 2012年02月05日 岩手日報 復興の担い手育成を　県内５大学が盛岡でシンポ
岩手大学／岩手県立大学／岩手医科
大学／富士大学／盛岡大学

岩手県

公開講座 2012年02月10日 中日新聞 【静岡】「ＵＤ」市民意識も大事　静岡文化芸大で国際シンポジウム 静岡文化芸術大学 静岡県

公開講座 2012年02月14日 島根日日新聞社 木綿街道の町並み保全へシンポ／26日に旧石橋酒造酒蔵で／出雲 鳥取環境大学 島根県

公開講座 2012年02月15日 沖縄タイムス お兄ちゃんが先生　琉大生が日曜日に公開講座 琉球大学 沖縄県

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01月25日 神戸新聞 関西生産性本部　「協力講座」を関学大に開設 関西学院大学 兵庫県

産学連携 2012年01月25日 日本経済新聞 神奈川の老舗企業、学生の知恵活用　土産用の雑貨など発売
相模女子大学／関東学院大学／横浜
美術大学

神奈川県

産学連携 2012年01月26日 十勝毎日新聞 帯商と札幌国際大が「観光」で連携協定 札幌国際大学 北海道

産学連携 2012年02月03日 産業経済新聞 信州発人工衛星に注目　産学連携、２５年度に打ち上げ　長野 信州大学 長野県

産学連携 2012年02月03日 山陽新聞 両備グループと岡山県立大が包括協定　福祉やまちづくりで連携 岡山県立大学 岡山県

産学連携 2012年02月08日 十勝毎日新聞 十勝産ビートリキュール１１日発売 帯広畜産大学／東京農業大学 北海道

産学連携 2012年02月08日 電気新聞 震災復興へ農業ビジネス　西松建設と玉川大が協定 玉川大学 東京都

産学連携 2012年02月08日 日本経済新聞 産学連携し起業家教育　復興へ希望のタネまく 石巻専修大学 宮城県

産学連携 2012年02月11日 東京新聞 【神奈川】抗菌「ココア歯磨き」　企業と大学研究室など共同開発 鶴見大学 神奈川県

産学連携 2012年02月15日 山形新聞 芸工大生が新製品開発　食品やパッケージ、県内３社と連携 東北芸術工科大学 山形県

産学連携 2012年02月18日 日本経済新聞 福島に研究拠点、復興原動力に　産総研や会津大計画に地元期待 会津大学／日本大学／福島大学 福島県

産学連携 2012年02月21日 産業経済新聞 九州進出企業の“地場化”を　福岡大研究班が提言 福岡大学／熊本大学 日本

産学連携 2012年03月01日 産業経済新聞 「春のカクテルとスイーツ」発売　立命館大予備ホテル日航プリンセス京都 立命館大学 京都府

産学連携 2012年03月01日 日本経済新聞 産学でバイオマス発電　那須の土地改良区、宇都宮大などと 宇都宮大学 栃木県

産学連携 2012年03月02日 日本経済新聞 大学知財戦略 進む海外連携　阪大や京大、関西ＴＬＯ
大阪大学／京都大学／和歌山大学／
京都府立医科大学／奈良県立医科大
学／九州大学

世界
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産学連携 2012年03月06日 福島民報 復興支援で連携協定　会津大とＮＥＣ 会津大学 福島県

産学連携 2012年03月06日 朝日新聞 九州工業大が地元振興へ協定　山口ＦＧ・傘下3行と 九州工業大学 日本

産学連携 2012年03月08日 神奈川新聞 トウガラシ２００種栽培、市大院生がネット販売で起業目指す/横浜 横浜市立大学 神奈川県

産学連携 2012年03月11日 産業経済新聞 世界を魅了した高級感　大学生が伝統織物「甲斐絹名刺入れ」を商品化 山梨県立大学 山梨県

産学連携 2012年03月11日 日本経済新聞 東大など産学機構、海洋再生エネの実験場　２年後にも２カ所 東京大学 日本

産学連携 2012年03月12日 日本経済新聞
大日本印刷、ＤＮＰグループの社員食堂で女子栄養大学の学生食堂メニューを採用し
提供

女子栄養大学 東京都

産学連携 2012年03月13日 朝日新聞 中部５県、産官学連携で初の災害訓練 三重大学 日本

産学連携 2012年03月15日 日本経済新聞 盛田、名古屋大などと共同開発の清酒「なごみ桜」を数量限定発売 名古屋大学 愛知県
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