
新聞記事ネット情報（2012年05月16日～2012年07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05月16日 岩手日報 京大と連携、被災地の起業支援　年度内50件目指す 京都大学 岩手県

社会貢献 2012年05月18日 朝日新聞 田んぼアート神大生待つ　「実践農学入門」 神戸大学 兵庫県

社会貢献 2012年05月21日 琉球新報 若者の力で元気に　名護・二見区　琉大生、地域づくり参加 琉球大学 沖縄県

社会貢献 2012年05月21日 朝日新聞 千葉・佐倉市が、教育や文化面などで女子美大と協定 女子美術大学 千葉県

社会貢献 2012年05月23日 佐賀新聞 佐賀大、喫茶店を学外実習拠点に　“現場力”を磨く 佐賀大学 佐賀県

社会貢献 2012年05月24日 産業経済新聞 静岡市の名所　お菓子で再現 静岡県立大学 静岡県

社会貢献 2012年05月28日 大分合同新聞 創業１００年を超す「長寿企業」を参考に 大分大学 大分県

社会貢献 2012年05月30日 讀賣新聞 近畿大が福島・川俣町再生へ英知結集 近畿大学 福島県

社会貢献 2012年05月30日 朝日新聞 山形・長居で「奨学米」プロジェクト 東北芸術工科大学 山形県

社会貢献 2012年05月30日 沖縄タイムス 沖大生が高齢者を案内　オープンキャンパス 沖縄大学 沖縄県

社会貢献 2012年05月31日 宮崎日日新聞 遺伝子組み換えワタ生態系影響なし　宮崎大学が最終報告 宮崎大学 宮崎県

社会貢献 2012年05月31日 山口新聞 カラトン唐あげ開発　下関市大生が唐戸キャラクターにちなみ 下関市立大学 山口県

社会貢献 2012年06月03日 徳島新聞 未公開の文化財、四国大生が調査　美波で地域キャンパス 四国大学 徳島県

社会貢献 2012年06月04日 陸奥新報 津波で被災の「遺産」修復／弘大 弘前大学 青森県

社会貢献 2012年06月07日 朝日新聞 吉里吉里の良さ　一冊にギュッと　明学大生パンフ製作 明治学院大学 岩手県

社会貢献 2012年06月11日 日本経済新聞 和歌山県・近大が協定　農林水産業の活性化研究 近畿大学 和歌山県

社会貢献 2012年06月13日 神奈川新聞 明治大学の黒川農場が麻生区に開所へ、新時代の都市型施設/川崎 明治大学 神奈川県

社会貢献 2012年06月14日 岩手日報 科学教育の全県ネットワーク　岩手大が本年度から
岩手大学／岩手県立大学／一関工業
高等専門学校

岩手県

社会貢献 2012年06月16日 朝日新聞 学生ら運営の被災地支援バス、定期運行を終了 山形大学／東北芸術工科大学 宮城県

社会貢献 2012年06月19日 神奈川新聞 海洋教育のモデル地域に、東大三崎臨海実験所が市との協定を記念し講演会開催へ/
三浦

東京大学 神奈川県



社会貢献 2012年06月19日 長野日報 理数離れ防ぐ教育探る　諏訪東理大総合演習で泉野小授業見学 諏訪東京理科大学 長野県

社会貢献 2012年06月20日 神戸新聞 神戸学院大に小学生アメフットクラブ　３人活動 神戸学院大学 兵庫県

社会貢献 2012年06月20日 京都新聞 研究熱心…でも得意先依存　県内中小製造業調査 県と龍大 龍谷大学 滋賀県

社会貢献 2012年06月20日 荘内日報 社長の「かばん持ち」体験 東北公益文科大学 山形県

社会貢献 2012年06月20日 中日新聞 【石川】スイーツ点心　開発へ　金城大短大部生が協力 金城大学短期大学部 石川県

社会貢献 2012年06月20日 讀賣新聞 大学生考案、米粉１００％の蒸しパン人気…福岡 近畿大学 福岡県

社会貢献 2012年06月21日 岩手日日新聞 地域の歴史、伝承後世に 「花巻物語辞典」システム説明会 岩手県立大学 岩手県

社会貢献 2012年06月22日 河北新報 食べ残しを温泉熱でガス灯に　東北大が開発、鳴子で本格運用 東北大学 宮城県

社会貢献 2012年06月22日 神戸新聞 播磨・丹波の方言探る　都染甲南大教授と学生ら 甲南大学 兵庫県

社会貢献 2012年06月23日 北國新聞 能登の里山研究へ　東洋大、来年度から 東洋大学 石川県

社会貢献 2012年06月23日 朝日新聞 街のにぎわい　短大生が一役　福岡・久留米 久留米信愛女学院短期大学 福岡県

社会貢献 2012年06月26日 山陽新聞 「まちなかキャンパス」開設＿岡山大生の街づくり拠点 岡山大学 岡山県

社会貢献 2012年06月29日 朝日新聞 山梨大学と山梨県南アルプス市が協定　バイオ研究で 山梨大学 山梨県

社会貢献 2012年06月30日 朝日新聞 「忍者」や「地域活性」　伊賀研究 三重大学 三重県

社会貢献 2012年06月30日 タウンニュース 学生がブログで地域を応援＿東海大生×商店会 「おおねさんぽ」 東海大学 神奈川県

社会貢献 2012年07月03日 共同通信 立教大学生発 学生による「大学のあるまち」の提案 立教大学 東京都

社会貢献 2012年07月03日 毎日新聞
のとがわこどもアワー:県立大生がイベント、商店街を活性化　東近江の能登川で７・８日　
／滋賀

滋賀県立大学 滋賀県

社会貢献 2012年07月05日 日本経済新聞
「被害者と付き合い、地域にかかわる」 熊本学園大水俣学研究センターの花田センター
長に聞く

熊本学園大学 熊本県

社会貢献 2012年07月06日 讀賣新聞 「課題解決型インターンシップ」７年目…専修大学 専修大学 神奈川県

社会貢献 2012年07月09日 千葉日報 商店街活性化へ拠点施設　地域住民支援し交流　淑徳大が「きずなカフェ」 淑徳大学 千葉県

社会貢献 2012年07月10日 伊那毎日新聞 長野県内ケーブルテレビと信州大学　協定締結 信州大学 長野県

社会貢献 2012年07月13日 讀賣新聞 大学生が難読市名ＰＲを応援…千葉・匝瑳市 淑徳大学 千葉県

社会貢献 2012年07月14日 信濃毎日新聞 「足元の資源、高級土産に」　佐久商議所、学生らと開発会議 信州大学 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05月18日 西日本新聞 日向神話、読み解こう　宮崎公立大が市民講座 宮崎公立大学 宮崎県

公開講座 2012年05月20日 神戸新聞 東京オトナ大学が開講　兵庫の大学８００人に講義
東京大学／東北大学／関西大学／関
西学院大学／甲南大学／産業能率大
学／立命館大学／流通科学大学

東京都

公開講座 2012年05月20日 讀賣新聞 ［山梨大読売講座］新田教授、介護の実情解説 山梨大学 山梨県

公開講座 2012年05月25日 産業経済新聞 ビジネス振興へ京大の知恵　盛岡で人材育成・起業スクール７月開校 京都大学 岩手県

公開講座 2012年06月06日 北海道新聞 函館・北大水産学部　食テーマに公開講座　来月から 北海道大学 北海道

公開講座 2012年06月06日 徳島新聞 県内震災課題を提言　徳島大学、東北３県の調査報告会 徳島大学 徳島県

公開講座 2012年06月07日 中國新聞 里中さん、大学で漫画講座 鳥取環境大学 鳥取県

公開講座 2012年06月11日 福島民友新聞 放射線の飛跡を観察　小名浜一小で防災エネルギー授業 いわき明星大学 福島県

公開講座 2012年06月13日 南日本新聞 鹿児島大が７月、焼酎マイスター養成講座・・・・・・・ 鹿児島大学 鹿児島県

公開講座 2012年06月21日 毎日新聞 宇部フロンティア大学:夏期公開講座受講生を募集　／山口 宇部フロンティア大学 山口県

公開講座 2012年06月22日 朝日新聞 「イノベーション精神で被災地を復興しよう」　京大・佐分利准教授が講演 京都大学 東京都

公開講座 2012年06月24日 山口新聞 唐戸魚食塾６０回目　開講８年目、２千人超－下関 下関市立大学／水産大学校 山口県

公開講座 2012年06月26日 毎日新聞 連続講座:奈良女子大で８月から４回　「自分を好きに」　／奈良 奈良女子大学 奈良県

公開講座 2012年07月01日 讀賣新聞 高校生、科学の最先端に触れる　徳大教授ら講義 徳島大学 徳島県

公開講座 2012年07月02日 佐賀新聞 唐津のまちなか再生考える　市民と専門家ら意見交換 九州大学／佐賀大学 佐賀県

公開講座 2012年07月04日 信濃毎日新聞 ７日に信州の方言考える「サミット」　上田女子短大 上田女子短期大学 長野県

公開講座 2012年07月06日 タウンニュース ボランティア養成講座＿社協が地元大学と共催＿慢性的な人材不足に一手 田園調布学園大学 神奈川県

公開講座 2012年07月08日 信濃毎日新聞 「諏訪湖周にＳＬ走らせたい」　大学生が地域課題に独自の提案 諏訪東京理科大学 長野県

公開講座 2012年07月08日 中國新聞 学校の国際交流教育探る 広島大学 広島県

公開講座 2012年07月13日 毎日新聞 むなかた協働大学:学生募集　宗像市と３大学連携、環境テーマに　／福岡 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

公開講座 2012年07月13日 朝日新聞 尾木直樹さん、教育養成シンポで講演　法政大 法政大学 東京都

公開講座 2012年07月14日 佐賀新聞 佐賀大の将来語る　学生ら「ワールドカフェ」 佐賀大学 佐賀県



公開講座 2012年07月15日 東京新聞 【政治】地域の力で復興の歩み　専修大でシンポジウム 専修大学 東京都

公開講座 2012年07月15日 讀賣新聞 「地域資源生かし再生を」金大市民講座第２回 金沢大学 石川県

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05月21日 日本経済新聞 東北大など、走査型プローブ顕微鏡画像のシミュレーションソフトを実用化 東北大学 日本

産学連携 2012年05月23日 朝日新聞 東洋大にバイオ・ナノテク研究施設　埼玉・川越 東洋大学 埼玉県

産学連携 2012年05月29日 神奈川新聞 「ナノ」核に産業高度化へ、拠点「ＮＡＮＯＢＩＣ（ナノビック）」が始動/川崎
慶應義塾大学／早稲田大学／東京工
業大学／東京大学

神奈川県

産学連携 2012年05月29日 日本経済新聞 東京工科大とカネボウ化粧品など、化粧を基盤とした作業療法プログラムを共同開発 東京工科大学／首都大学東京 東京都

産学連携 2012年05月31日 神奈川新聞 川崎商議所と専修大学、知的資源活用へ産学連携の覚書締結/川崎 専修大学 神奈川県

産学連携 2012年05月31日 朝日新聞 ＮＴＴファシリティーズ、山形・帯広で“地産地消型”エネシステム構築へ 北海道大学／北海道工業大学 日本

産学連携 2012年06月01日 河北新報 東北６県自動車産業集積連携会議　７日に福島で総会 東北大学／岩手大学／岩手県立大学
／弘前大学

日本

産学連携 2012年06月05日 毎日新聞 あっぱれ！おかやま:津山餃子　津山産を津山産で包む　／岡山 美作大学 岡山県

産学連携 2012年06月05日 日本経済新聞 ＮＴＴ東日本、会津大と大震災からの中長期的な復興支援で連携協力基本協定を締結 会津大学 福島県

産学連携 2012年06月05日 日本経済新聞 産学官連携、深化急ぐ　カーアイランド転機 福岡工業大学 福岡県

産学連携 2012年06月06日 日本経済新聞 早大と凸版印刷、映像コンテンツの新たな表現・利活用で３Ｄコンテンツを試作 早稲田大学 東京都

産学連携 2012年06月06日 日本経済新聞 産学官連携、深化急ぐ　カーアイランド転機
九州工業大学／福岡工業大学／九州
大学

福岡県

産学連携 2012年06月07日 毎日新聞 産学連携:高専の技術、企業に　豊田信金と包括協定　／愛知 豊田工業高等専門学校 愛知県

産学連携 2012年06月09日 東京新聞 【東京】世田谷の地域活性化めざす　駒沢大と昭和信金　産学連携で協定 駒澤大学 東京都

産学連携 2012年06月09日 西日本新聞 産学協同開発のユズ皮エキス飲料　「健康応援食品」に手応え 大分大学／大分県立看護科学大学 大分県

産学連携 2012年06月09日 西日本新聞 有機ＥＬ拠点、福岡市西区に整備へ　九大など産学官連携 九州大学 福岡県

産学連携 2012年06月11日 日本経済新聞 「アイヌ」地域ブランドに　阿寒湖温泉、産学官で 釧路公立大学 北海道

産学連携 2012年06月12日 産業経済新聞 梅酢に脂肪燃焼効果　サッポロ・県・近大が共同研究　和歌山 近畿大学 和歌山県

産学連携 2012年06月13日 福島民報 今夏に家族旅行に招待　福大とアサヒグループなど 福島大学 福島県

産学連携 2012年06月13日 讀賣新聞 大型店消えた街＿高齢者買い物弱者に 白鴎大学 栃木県



産学連携 2012年06月21日 東京新聞 【東京】広報は学生の口コミ　明大　柳屋　産学連携　商学部内支局開設 明治大学 東京都

産学連携 2012年06月22日 日本経済新聞 復興を支える太いパイプ（震災取材ブログ） 芝浦工業大学 福島県

産学連携 2012年06月23日 神戸新聞 大学生に地元企業の技術紹介　姫路で産学交流会 兵庫県立大学／ 神戸大学 兵庫県

産学連携 2012年06月25日 福島民友新聞 “地元起業のススメ”　会津大生と起業家が交流へ 会津大学 福島県

産学連携 2012年06月27日 日本経済新聞 東京理科大、光触媒研究で千葉県野田市に産学連携拠点 東京理科大学 千葉県

産学連携 2012年06月30日 毎日新聞 三重大:上野市駅前に「知の拠点」　忍者、まちづくり産学官　／三重 三重大学 三重県

産学連携 2012年07月03日 日刊工業新聞 東工大・パナソニックなど、ナノワイヤ太陽電池研究プロに参画
東京工業大学／東北大学／京都大学
／奈良先端科学技術大学院大学／福
島大学

福島県

産学連携 2012年07月05日 中國新聞 産学連携「せとうちドック」 福山市立大学 広島県

産学連携 2012年07月09日 神奈川新聞 女性向け「華やかな駅弁」、鎌倉女子大と弁当会社が商品化/神奈川 鎌倉女子大学 神奈川県

産学連携 2012年07月10日 河北新報 東北大がＩＬＣ推進協　岩手県の誘致後押し 東北大学 岩手県

産学連携 2012年07月14日 下野新聞 帝京大の科学交流事業、科学技術振興機構から支援
帝京大学／宇都宮大学／小山工業高
等専門学校 栃木県

産学連携 2012年07月14日 日本経済新聞 三陸水産復興に金融、大学らが連携　取引先開拓や新商品開発 石巻専修大学 宮城県

産学連携 2012年07月15日 西日本新聞 クロマグロ養殖日本一の鹿児島県　幼魚確保へ産学官連携 鹿児島大学 鹿児島県


