新聞記事ネット情報（2012年07月16日～2012年09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07月17日 山口新聞

鹿野の「夏採れ苺フェア」などイベント 県立大生企画

山口県立大学

山口県

社会貢献 2012年07月18日 中日新聞

【岐阜】研究支援と地域貢献一元化へ新組織 岐阜大

岐阜大学

岐阜県

社会貢献 2012年07月18日 産業経済新聞

「匝瑳市、読み方覚えて！」 淑徳大生がＰＲプロジェクト 千葉

淑徳大学

千葉県

社会貢献 2012年07月18日 西日本新聞

大学生が地域振興策 天草・高浜「フィールドワーク」

九州大学／熊本大学

熊本県

社会貢献 2012年07月21日 岩手日日新聞

表現活動通じ交流を 学生演劇の拠点化へ 西和賀町

日本大学／多摩美術大学／東京学芸
大学

岩手県

社会貢献 2012年07月21日 信濃毎日新聞

生産・消費者つなぐ新拠点 松本大生がオープン

松本大学

長野県

社会貢献 2012年07月27日 神戸新聞

災害支援の在り方模索 関西福祉科学大など１９大学連携

関西福祉科学大学

大阪府

社会貢献 2012年07月30日 日本経済新聞

岡山大、まちづくりに協力 地域と対話・学生から提案

岡山大学

岡山県

社会貢献 2012年08月02日 岐阜新聞

岐阜大、研究成果を地域に還元 新機構を設立

岐阜大学

岐阜県

社会貢献 2012年08月02日 西日本新聞

目指せ環境の専門家 大牟田・有明高専 中学生１０人に“英才教育”

有明工業高等専門学校

福岡県

社会貢献 2012年08月04日 室蘭民報

英語を楽しく学ぼう、室蘭・海星学院高で上智大ＳＴＰ

上智大学

北海道

社会貢献 2012年08月06日 京都新聞

積み木やお絵かきに歓声 京都光華女子大が保育室開放

京都光華女子大学

京都府

社会貢献 2012年08月07日 讀賣新聞

学生ら商店街集客に汗…東京・羽村

明星大学

東京都

社会貢献 2012年08月07日 河北新報

東北初、ワンセグ放送局 石巻専修大開設 復興支援に活用も

石巻専修大学

宮城県

社会貢献 2012年08月07日 共同通信

立教大生と陸前高田地域住民との協働 8月15日陸前高田市広田町の仮設住宅で盆踊
立教大学
り大会を開催

岩手県

社会貢献 2012年08月08日 南日本新聞

鹿大生が錦江町の地域農業プラン提案

鹿児島大学

鹿児島県

社会貢献 2012年08月09日 福島民報

復興へ大学の役割は 郡山で全国被災地シンポ

郡山女子大学／郡山女子短期大学部
／いわき明星大学／東日本国際大学
／桜の聖母短期大学

福島県

社会貢献 2012年08月14日 朝日新聞

列車に手作り座布団 和歌山信愛女短大生が贈る

和歌山信愛女子短期大学

和歌山県

社会貢献 2012年08月14日 朝日新聞

古民家再生で絆を育む 神戸大院生らが淡路島で

神戸大学

兵庫県

社会貢献 2012年08月14日 産業経済新聞

大阪成蹊大学×地元・相川町会 地域おこしでタッグ

大阪成蹊大学

大阪府

社会貢献 2012年08月15日 讀賣新聞

石州和紙の帯など開発 京都の芸大生

京都造形芸術大学

島根県

社会貢献 2012年08月18日 四国新聞

人材育成で連携／高松大・短大とカマタマーレ

高松大学／高松短期大学

香川県

社会貢献 2012年08月18日 タウンニュース

東海大前が祭りで賑わい＿地域の夏の風物詩

東海大学

神奈川県

社会貢献 2012年08月18日 徳島新聞

徳大が避難訓練ソフト 端末画面に火事や被災者

徳島大学

徳島県

社会貢献 2012年08月21日 下野新聞

釜川沿いの居住空間を提案 宇都宮大大学院

宇都宮大学

栃木県

社会貢献 2012年08月22日 讀賣新聞

農業高生ら開発、「びわ葉ミルフラッペ」好評…愛媛

松山大学

愛媛県

社会貢献 2012年08月22日 秋田魁新報

高校の合宿、研修盛ん 国際教養大、夏休み中の施設利用

国際教養大学

秋田県

社会貢献 2012年08月22日 神奈川新聞

川崎駅東口「銀柳街」に活気を、専大生と協力企画３年目/川崎

専修大学

神奈川県

社会貢献 2012年08月22日 信濃毎日新聞

本社と信大が連携・協力協定 人材育成・生涯教育などで

信州大学

長野県

社会貢献 2012年08月30日 大分合同新聞

宇佐地域連絡協と大分大が連携協定

大分大学

大分県

社会貢献 2012年09月01日 中日新聞

【三重】三重大生らカフェ開店へ 住民との交流目指す

三重大学

三重県

社会貢献 2012年09月01日 紀伊民報

田辺の働く人ポスター展 慶応大生が取材、作成

慶應義塾大学

和歌山県

社会貢献 2012年09月01日 毎日新聞

学校訪問:特色ある活動紹介 京都市立境谷小学校 地域社会と連携 ／京都

京都市立芸術大学

京都府

社会貢献 2012年09月01日 毎日新聞

信州大と長野県坂城町、スマートコミュニティーで実証実験

信州大学

長野県

社会貢献 2012年09月02日 讀賣新聞

山形・鶴岡の廃校校舎、映画ロケ施設に

東北公益文科大学

山形県

社会貢献 2012年09月04日 讀賣新聞

観光・産業振興へタッグ～千早赤阪村と阪南大が協定～

阪南大学

大阪府

社会貢献 2012年09月05日 徳島新聞

伊島振興へ魅力発掘 県・阿南市・大学が連携

徳島大学／四国大学

徳島県

社会貢献 2012年09月06日 共同通信

明治大学生が創立者出身地・鳥取で政策提言~９月１０日から１３日まで現地調査・取材 明治大学／鳥取大学

鳥取県

社会貢献 2012年09月07日 神戸新聞

築１００年の古民家、地域交流拠点に 神院大

神戸学院大学

兵庫県

社会貢献 2012年09月07日 室蘭民報

室蘭・中島地区商店街に「まちなかライブラリー」開店

室蘭工業大学

北海道

社会貢献 2012年09月08日 茨城新聞

常陸太田市、地域活性に3大学と協力＿住民と交流、単位を認定

茨城大学／常磐大学／茨城キリスト教
茨城県
大学

社会貢献 2012年09月10日 讀賣新聞

静岡の大学生「おつかいし隊」…福島で農産物買い付け

富士常葉大学

静岡県／福島県

社会貢献 2012年09月12日 讀賣新聞

滋賀県立大、東近江市と人材育成で協定

滋賀県立大学

滋賀県

社会貢献 2012年09月12日 讀賣新聞

千葉大産のハチミツでプリン商品化

千葉大学

千葉県

社会貢献 2012年09月12日 朝日新聞

大分大経済学部のゼミ 農村活性化のために活動

大分大学

大分県

社会貢献 2012年09月14日 中日新聞

【石川】能美の魅力 引き出せ 金大生、観光マップ作りに意欲

金沢大学

石川県

社会貢献 2012年09月14日 神奈川新聞

帰宅困難対策で桜美林大と協定／相模原市

桜美林大学

神奈川県

社会貢献 2012年09月15日 紀伊民報

地域と学校のつながり学ぶ、山間部の小学校で 和大の学生

和歌山大学

和歌山県

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07月16日 信濃毎日新聞

親子で工作や実験に熱中 茅野市で「サイエンスフェスタ」

諏訪東京理科大学

長野県

公開講座 2012年07月23日 東京新聞

【群馬】桐生で放射線の知識深める講演会 群大主催で９月に

群馬大学

群馬県

公開講座 2012年07月24日 中日新聞

【三重】「四日市学」が９年目 公害問い続け

三重大学

三重県

公開講座 2012年07月24日 山口新聞

夏休み、ふるさと学ぼう 下関ユースカレッジ

下関市立大学

山口県

公開講座 2012年07月28日 信濃毎日新聞

メディアアート楽しむ１日 清泉女学院大が長野で８月催し

清泉女学院大学

長野県

公開講座 2012年07月29日 讀賣新聞

古里の景観、担い手不足 金大市民講座

金沢大学

石川県

公開講座 2012年08月06日 讀賣新聞

同志社大で「グローバル人材」シンポ…高校生４５０人参加

同志社大学

京都府

公開講座 2012年08月11日 岩手日日新聞

早大公共経営大学院 奥州市で夏季集中講座

早稲田大学

岩手県

公開講座 2012年08月16日 河北新報

震災後の「絆」探る 東北大など１０月にセミナー 仙台

東北大学

宮城県

公開講座 2012年08月20日 岩手日日新聞

復興へ求められる人材は 沿岸の高校生と大学生が議論

岩手大学／岩手県立大学／岩手医科
大学／富士大学／盛岡大学／一関工
業高等専門学校／放送大学岩手学習
センター

岩手県

公開講座 2012年08月20日 毎日新聞

放射線の科学:重点公開講座、筑波大が来月開講 ／茨城

筑波大学

茨城県

公開講座 2012年08月20日 毎日新聞

公開講座:乾電池を手作りし、親子で仕組み学ぶ??名古屋工業大 ／愛知

名古屋工業大学

愛知県

公開講座 2012年08月21日 北海道新聞

津波と漁業 特別講座開く 函館

北海道大学

北海道

公開講座 2012年08月22日 毎日新聞

山口大学／下関市立大学／山口県立
大学／宇部フロンティア大学／東亜大
シンポジウム:災害時の大学の役割とは 「防災の日」前に研究者らが経験踏まえ話し合 学／徳山大学／梅光学院大学／山口
う ／山口
学芸大学／山口東京理科大学／山口
福祉文化大学／水産大学校／放送大
学山口学習センター

山口県

公開講座 2012年08月23日 ZAKZAK

文教大の公開講座、“趣味系”が充実！

文教大学

埼玉県／神奈川
県

公開講座 2012年08月25日 毎日新聞

教える育む学び合う:来月から田辺市民カレッジ 防災力向上へ課題探る ／和歌山

和歌山大学

和歌山県

公開講座 2012年08月28日 讀賣新聞

地域医療改善へ講座開設…三重大

三重大学

三重県

公開講座 2012年08月30日 ZAKZAK

上智大の社会人講座、語学が特に充実！

上智大学

東京都

公開講座 2012年09月02日 毎日新聞

無料公開講座:「記憶と文化」をテーマに 来月１３日と２０日、中学生以上が対象??神戸 神戸大学
大大学院国際文化学研究科 ／兵庫

兵庫県

公開講座 2012年09月09日 讀賣新聞

「カロリー制限が大切」 健康を科学する 瑞穂で朝日大講座

朝日大学

岐阜県

公開講座 2012年09月09日 毎日新聞

公開講座:「食べるよろこび つながる健康」 神戸・兵庫医療大で１５日 ／兵庫

兵庫医療大学

兵庫県

公開講座 2012年09月10日 讀賣新聞

「科学と理性、疑う必要」…高野山大学で講演会

高野山大学

和歌山県

公開講座 2012年09月13日 ZAKZAK

中央大の公開講座、スポーツとＩＴ充実！

中央大学

東京都

公開講座 2012年09月13日 毎日新聞

公開講座:「悲嘆について学ぶ」 来月から上智大で ／東京

上智大学

東京都

公開講座 2012年09月13日 毎日新聞

公開講座:専門家、「古事記の世界」テーマに 来月２０日、奈良芸術短大で ／奈良

奈良芸術短期大学

奈良県

公開講座 2012年09月14日 岩手日日新聞

震災復興テーマに 富士大市民セミナー始まる

富士大学

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 2012年07月18日 日本経済新聞

燕三条地場産センター、新潟大大学院と包括連携 経営力磨く

新潟大学

新潟県

産学連携 2012年07月26日 日本経済新聞

青森県、産学と食品加工の研究会 野菜ピューレ製品化

弘前大学

青森県

産学連携 2012年07月26日 福島民友新聞

イオンが会津短大生とメニュー開発コラボ 全国展開へ

会津大学短期大学部

福島県

産学連携 2012年07月27日 河北新報

東北大発の次世代「電気バス」に注目 とうほく自動車フェス

東北大学

宮城県

産学連携 2012年08月02日 愛媛新聞

炭素繊維製品開発で連携 愛媛大が企業に工房開放

愛媛大学

愛媛県

産学連携 2012年08月03日 神戸新聞

ひょうご産官学連携研究会が発足 神戸でセミナー

神戸大学

兵庫県

産学連携 2012年08月08日 朝日新聞

パナソニック、阪大に「共創型」研究所－大学の幅広い提案募る〈BCN〉

大阪大学

大阪府

産学連携 2012年08月11日 中國新聞

鞆の軽トラ市、学生がロゴ

尾道市立大学

広島県

産学連携 2012年08月13日 福島民報

外で思い切り遊ぼう 南会津で福大、アサヒグループ家族イベント

福島大学

福島県

産学連携 2012年08月14日 日本経済新聞

産学連携で三陸産品を売り込み、群馬で販売会

石巻専修大学

宮城県／群馬県

産学連携 2012年08月20日 讀賣新聞

＜京の深層＞大量死回避ミツバチ改良 京産大西日本初の研究所

京都産業大学

京都府

産学連携 2012年08月24日 日本経済新聞

企業の研究者を教員に 千葉大、産学連携を強化

千葉大学

千葉県

産学連携 2012年08月25日 中日新聞

【富山】単位互換や産学連携 強化 富山大など７校と県 コンソーシアムで覚書

富山大学／富山県立大学／高岡法科
大学／富山国際大学／富山短期大学
／富山福祉短期大学／富山工業高等
専門学校

富山県

産学連携 2012年08月25日 河北新報

東京エレクトロン、東北大に産学連携拠点 磁気メモリー開発

東北大学

宮城県

産学連携 2012年08月29日 産業経済新聞

ハウスプラザ、東京未来大学の学生を対象にインターンシップを実施

東京未来大学

東京都

産学連携 2012年08月30日 日本経済新聞

中小の技術力、大学が支援 近大は金型・兵庫県立大は金属材料

近畿大学／兵庫県立大学／大阪府立
大学／京都学園大学

大阪府

産学連携 2012年08月31日 山形新聞

低炭素社会へ推進協発足 置賜地域、産学官金が連携

山形大学

山形県

産学連携 2012年09月02日 神戸新聞

関西の中小メーカー 健康科学分野に続々参入

大阪大学／高知大学／近畿大学／神
戸大学

日本

産学連携 2012年09月03日 朝日新聞

「究極のメモリー」東北大から

東北大学

宮城県

産学連携 2012年09月05日 大分合同新聞

高まるニーズ 大分発の電磁力応用技術

大分大学

大分県／東京都

産学連携 2012年09月05日 西日本新聞

内視鏡手術支援ロボ 九大グループ国内初の開発

九州大学

福岡県

産学連携 2012年09月08日 岩手日報

産学官連携のあり方を探る 盛岡で全国大会

岩手大学

岩手県

産学連携 2012年09月08日 河北新報

次世代車研究を推進 東北大などがプロジェクト開始

東北大学

宮城県

産学連携 2012年09月10日 山陽新聞

岡山県産１００％の米粉麺 産学官連携組織が開発

岡山県立大学

岡山県

産学連携 2012年09月12日 熊本日日新聞

「熊大Ｍｇ」工場、来月稼働 不二ライトメタル

熊本大学

熊本県

産学連携 2012年09月15日 長崎新聞

留学生交流拠点に長崎大選定

長崎大学

長崎県

