新聞記事ネット情報（2012 年09月16日～2012年11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09月17日 讀賣新聞

公共施設の設計任せて…東洋大生がアイデア発

東洋大学

埼玉県

社会貢献 2012年09月18日 讀賣新聞

東北支援へ力作競売…京都市立芸大

京都市立芸術大学

京都府

社会貢献 2012年09月20日 北國新聞

問屋町の素材でアート作品 金沢美大生、企業とコラボ

金沢美術工芸大学

石川県

社会貢献 2012年09月21日 東奥日報

弘大が青森市に「食」の研究所

弘前大学

青森県

社会貢献 2012年09月22日 釧路新聞

三重のミカンでスイーツ／釧路短大生が開発

釧路短期大学

三重県／北海道

社会貢献 2012年09月25日 北國新聞

山中を湯治の里に 北陸大と連携、長期滞在につなげる

北陸大学

石川県

社会貢献 2012年09月25日 毎日新聞

信州大学／長野県看護大学／佐久大
県北部地震:連携し盛り上げよう！！ ７大学、学祭で募金活動 被災地、栄村を支援へ
学／諏訪東京理科大学／清泉女学院
／長野
大学／長野大学／松本大学

長野県

社会貢献 2012年09月26日 神戸新聞

広がる子育て支援の輪 関学子どもセンターが成果

関西学院大学

兵庫県

社会貢献 2012年09月30日 信濃毎日新聞

桑の葉練り込んだかりんとう商品化 信大繊維学部の学生考案

信州大学

長野県

社会貢献 2012年09月30日 陸奥新報

全学組織化しボランティア活動拡大／弘大

弘前大学

青森県

社会貢献 2012年10月01日 讀賣新聞

神戸大、陸前高田の被災住民と地域連携協定

神戸大学

岩手県

社会貢献 2012年10月02日 東京新聞

千葉大産スイーツ 柏の葉キャンパスのハチミツで

千葉大学

千葉県

社会貢献 2012年10月02日 静岡新聞

静大に「未来創成基金」 地域へ情報発信も強化

静岡大学

静岡県

社会貢献 2012年10月03日 毎日新聞

京都学へのいざない講座:研究者や神職が講演 １２月まで４回連続 ／京都

京都府立大学

京都府

社会貢献 2012年10月04日 秋田魁新報

地域担う人材育成へ 秋田大と東北公益文科大が連携協定

秋田大学／東北公益文科大学

秋田県／山形県

社会貢献 2012年10月04日 紀伊民報

まち歩きガイドマップ、作製委員会が発足 みなべ

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2012年10月04日 毎日新聞

協定:白石市と宮城大など 花と緑の回廊づくり支援へ人材育成 ／宮城

宮城大学／兵庫県立大学

宮城県

社会貢献 2012年10月09日 熊本日日新聞

交通実態調査にスマホ活用 熊本大がアプリ開発

熊本大学

熊本県

社会貢献 2012年10月10日 朝日新聞

商店街の魅力、短大生らフェイスブックで発信 大分

大分県立芸術文化短期大学

大分県

社会貢献 2012年10月13日 陸奥新報

弘前の学生力「地域づくりの推進力に」

弘前大学／弘前学院大学／東北女子
大学／東北女子短期大学／放送大学
青森学習センタ／弘前医療福祉大学

青森県

社会貢献 2012年10月14日 讀賣新聞

サッカースタジアムで結婚式も…徳島の大学生ら企画

徳島大学／鳴門教育大学／四国大学
／徳島文理大学／徳島工業短期大学

徳島県

社会貢献 2012年10月16日 西日本新聞

ＡＰＵ大学祭、大分市に出張 各国の料理や芸能披露

立命館アジア太平洋大学

大分県

社会貢献 2012年10月17日 岐阜新聞

長良川鉄道で親子ハロウィーンの旅 ２８日、女子大生企画

岐阜女子大学

岐阜県

社会貢献 2012年10月17日 産業経済新聞

栄養士「日本一」の中村学園 学食レシピ本出版 福岡

中村学園大学／中村学園大学短期大
学部

福岡県

社会貢献 2012年10月19日 朝日新聞

千代田区の魅力伝える情報誌、明治大生が作成

明治大学

東京都

社会貢献 2012年10月20日 四国新聞

学生Ｕターン促進へ／県、龍谷大と就職支援協定

龍谷大学

京都府／香川県

社会貢献 2012年10月22日 朝日新聞

ばんえい競馬の振興策は 「十勝学講座」で現場体験 札幌国際大

札幌国際大学

北海道

社会貢献 2012年10月22日 河北新報

東北福祉大、宮城・七ヶ宿に人材育成拠点 過疎対策モデルに

東北福祉大学

宮城県

社会貢献 2012年10月24日 京都新聞

地域連携で拠点 佛大が二条駅西側に新設

佛教大学

京都府

社会貢献 2012年10月25日 高知新聞

高知県大生が地域活性化に汗 香美市の平山地区

高知県立大学

高知県

社会貢献 2012年10月25日 タウンニュース

社会マネジメント学科 新商品開発発表や物産展 相模女子大相生祭＿「全国がキャン
パス」集大成

相模女子大学

神奈川県

社会貢献 2012年10月26日 京都新聞

立命大、初の学外ジャズ 草津、学生が企画

立命館大学

滋賀県

社会貢献 2012年10月27日 東京新聞

【千葉】県お土産パッケージ考案 大学生 地域貢献

千葉工業大学

千葉県

社会貢献 2012年10月29日 産業経済新聞

地産地消「餃子めし」熱視線 身近な食材で生活習慣病予防 栃木

宇都宮大学

栃木県

社会貢献 2012年10月30日 讀賣新聞

全国の条例データベース化して公開…名古屋大

名古屋大学

愛知県

社会貢献 2012年10月30日 讀賣新聞

体験生かし、農作業着コンテスト…和洋女子大

和洋女子大学

千葉県

社会貢献 2012年10月30日 毎日新聞

連携協定:越生町と女子栄養大、新商品開発で ／埼玉

女子栄養大学

埼玉県

社会貢献 2012年11月01日 讀賣新聞

明大生が企画、商店街で“街コン”…千葉・浦安

明治大学

千葉県

社会貢献 2012年11月01日 讀賣新聞

大学生の感性を街の活性化に活用…三重

立教大学／四日市大学

三重県

社会貢献 2012年11月02日 神奈川新聞

里山の保全学んで、東農大生が先生役で児童ら観察授業／川崎

東京農業大学

神奈川県

社会貢献 2012年11月06日 神奈川新聞

明大農学部黒川農場が１０日に初の「収穫祭」、ガイドツアーも／川崎

明治大学

神奈川県

社会貢献 2012年11月08日 愛媛新聞

南予の味、大学祭に出張へ 松山

愛媛大学／松山大学

愛媛県

社会貢献 2012年11月09日 RBB Today

京大が小・高校と連携「環境・食育校種間連携パートナースクール事業」

京都大学

京都府

社会貢献 2012年11月09日 毎日新聞

鳥取環境大:県教委と連携協定 実習協力や施策助言、相互に要請 ／鳥取

鳥取環境大学

鳥取県

社会貢献 2012年11月13日 讀賣新聞

外国人支援策に「いいね」 埼大生、FBで報告

埼玉大学

埼玉県

社会貢献 2012年11月13日 西日本新聞

九大生が「留学生カフェ」 糸島市の商店街に月１回

九州大学

福岡県

社会貢献 2012年11月15日 北海道新聞

札学院大生が番組制作 ネットラジオで江別発信

札幌学院大学

北海道

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09月16日 福井新聞

幸福度高める環境づくり探る 福井大で公開シンポ

福井大学

福井県

公開講座 2012年09月19日 讀賣新聞

九州看護福祉大で無料講座…市民後見人養成へ

九州看護福祉大学

熊本県

公開講座 2012年09月29日 毎日新聞

地域学講座:「下関学」きょう開講 東亜大で聴講無料 ／山口

東亜大学

山口県

公開講座 2012年10月04日 ZAKZAK

大東文化大学、中国関連の講座が充実！

大東文化大学

東京都／埼玉県

公開講座 2012年10月05日 中日新聞

【静岡】静大連携講座 １３日開講

静岡大学

静岡県

公開講座 2012年10月06日 讀賣新聞

オブジェの灯、金沢照らす…金沢工業大生らが制作

金沢工業大学

石川県

公開講座 2012年10月06日 西日本新聞

「諫早学」 講座が進化へ ウエ大が第２弾スタート

長崎ウエスレヤン大学

長崎県

公開講座 2012年10月11日 ZAKZAK

関東学院大学、地元を題材にした講座が多数！

関東学院大学

神奈川県

公開講座 2012年10月11日 毎日新聞

公開講座:原子力テーマに 京大で来月１７日 ／京都

京都大学

京都府

公開講座 2012年10月12日 讀賣新聞

生涯学習の場、人吉で「大学」 講座開講へ

熊本学園大学

熊本県

公開講座 2012年10月13日 讀賣新聞

大震災、英語で研究報告へ 東京・桜美林大で１８、１９日

桜美林大学

東京都

公開講座 2012年10月15日 神奈川新聞

次世代成長分野へ挑戦 ナノマイクロ加工技術の入門講座開催へ／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

公開講座 2012年10月18日 ZAKZAK

東洋英和女学院大学センター、アート＆スポーツ系講座が充実！

東洋英和女学院大学

神奈川県／東京
都

公開講座 2012年10月21日 讀賣新聞

「宇都宮大・読売共催講座」里山に残る江戸文化を紹介

宇都宮大学

栃木県

公開講座 2012年10月23日 毎日新聞

市民講座:理系研究者と交流を 山梨大、来月と１２月にも ／山梨

山梨大学

山梨県

公開講座 2012年10月24日 RBB Today

芸大千住キャンパスで小学生対象「子どもだじゃれ音楽ワークショップ」

東京藝術大学

東京都

公開講座 2012年10月25日 ZAKZAK

日本女子大学、再就職支援「リカレント教育課程」で注目！

日本女子大学

東京都／神奈川
県

公開講座 2012年10月27日 岩手日報

東京大、釜石の人材育成を支援 復興テーマに講座

東京大学

岩手県

公開講座 2012年10月30日 RBB Today

「社会批評のメディアとしてのアニメーション」 東京藝大大学院公開講座11月11日開催 東京藝術大学

神奈川県

公開講座 2012年10月30日 讀賣新聞

食育考える講演やトーク…大阪でフォーラム

大阪府

京都女子大学

公開講座 2012年10月30日 京都新聞

育て！観光経営のプロ 京都市、京大とセミナー

京都大学

京都府

公開講座 2012年10月31日 産業経済新聞

災害時の助け合い 県立大で１２月講座 山梨

山梨県立大学

山梨県

公開講座 2012年11月01日 ZAKZAK

【大学で学ぼう】文京学院大学、文芸ジャンルの講座が充実！

文京学院大学

東京都

公開講座 2012年11月05日 讀賣新聞

正倉院成り立ち学ぶ 帝塚山大、中高生に公開講座

帝塚山大学

奈良県

公開講座 2012年11月06日 毎日新聞

公開講座:災害の歴史学ぶ??八戸工大 ／青森

八戸大学

青森県

公開講座 2012年11月07日 讀賣新聞

札幌で「新聞カフェ」…北海道教育大と本紙

北海道教育大学

北海道

公開講座 2012年11月08日 ZAKZAK

東洋大学、「書道実技」 など希望者の多い分野から開講

東洋大学

東京都

公開講座 2012年11月08日 朝日新聞

地震の仕組みを学ぶ 舞鶴高専の先生が出前授業 京都

舞鶴工業高等専門学校

京都府

公開講座 2012年11月14日 佐賀新聞

手作りソーセージに挑戦 佐賀大で公開講座

佐賀大学

佐賀県

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09月17日 讀賣新聞

大学生が結婚式をプロデュース…静岡

共栄大学

静岡県

産学連携 2012年09月17日 朝日新聞

廃陶磁器 再生に挑む 南山大生、窯元と雑貨製作

南山大学

愛知県

産学連携 2012年09月18日 讀賣新聞

もちもち食感、新米粉麺を開発…岡山県立大

岡山県立大学

岡山県

産学連携 2012年09月18日 讀賣新聞

山口大生が「ぽん酢」開発に協力、発売開始

山口大学

山口県

産学連携 2012年09月19日 産業経済新聞

常磐大生と老舗菓子店がタッグ 県産イモのスイーツ誕生 茨城

常磐大学

茨城県

産学連携 2012年09月25日 産業経済新聞

学生デザインのインナーウェア商品化 京都精華大学×ワコール

京都精華大学

京都府

産学連携 2012年09月25日 福井新聞

県立大学と先進ビジネスを検討

福井県立大学

福井県

産学連携 2012年09月28日 東奥日報

八大とみち銀、農業ビジネス連携

八戸大学

青森県

産学連携 2012年10月02日 河北新報

岩手大が復興推進へ宮古に拠点 釜石、久慈市に次ぎ３カ所目

岩手大学

岩手県

産学連携 2012年10月02日 日本経済新聞

カルビー、帯広畜産大と包括連携 農業資源を活用

帯広畜産大学

北海道

産学連携 2012年10月06日 日本経済新聞

香川大学発ベンチャー、希少糖シロップを家庭向けに販売

香川大学

香川県

産学連携 2012年10月11日 讀賣新聞

ハロウィーン列車で「恋活」いかが…三重大生が企画

三重大学

三重県

産学連携 2012年10月17日 讀賣新聞

千葉大教員と学生 環境ビジネス

千葉大学

千葉県

産学連携 2012年10月17日 朝日新聞

シャープ、電子教科書実用化へ 大阪府立大看護学部向け

大阪府立大学

大阪府

産学連携 2012年10月18日 熊本日日新聞

次世「熊大Ｍ代合金ｇ」生産へ 工場、来月稼働

熊本大学

熊本県

産学連携 2012年10月21日 讀賣新聞

美濃焼業界発展へ名古屋文理大と協定

名古屋文理大学

愛知県

産学連携 2012年10月23日 南日本新聞

鹿児島純心短大とファミマ、りんごのスイーツ共同開発

鹿児島純心女子短期大学

鹿児島県

産学連携 2012年10月25日 南日本新聞

エコスイーツいかが 鹿大生が生ごみ堆肥のカボチャで開発

鹿児島大学

鹿児島県

産学連携 2012年11月01日 産業経済新聞

ときめくメロンパン完成 千葉の恵み凝縮 聖徳大生が産学連携で

聖徳大学短期大学部

千葉県

産学連携 2012年11月02日 北海道新聞

酪農大とグランドホテルが協定 「食の一流知識学べる」

酪農学園大学

北海道

産学連携 2012年11月06日 讀賣新聞

医療タイツ６０分で完成…和歌山大など＿島精機など三次元計測装置開発

和歌山大学／和歌山県立医科大学

和歌山県

産学連携 2012年11月07日 讀賣新聞

大学発ベンチャーの育成に…大阪大と銀行が連携

大阪大学

大阪府

産学連携 2012年11月08日 讀賣新聞

ひな人形、女子大生が衣装デザイン

大阪樟蔭女子大学

大阪府

産学連携 2012年11月15日 産業経済新聞

上智大のゼミ生と共同開発！『就活にも負けない快適パンプス』新発売－

上智大学

東京都／大阪府

