新聞記事ネット情報（2012年11月16日～2013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 2012年11月16日 朝日新聞

立命館大と就職支援協定 香川県、Ｕ・Ｉターン促進

立命館大学

京都府／香川県

社会貢献 2012年11月16日 タウンニュース

東京農大＿学生の研究、次世代に繋ぐ＿小学生に里山保全を指南

東京農業大学

神奈川県

社会貢献 2012年11月18日 讀賣新聞

北海道観光、地元高校生がプレゼン

札幌国際大学

北海道

社会貢献 2012年11月21日 大分合同新聞

食育への関心高めよう 別府溝部学園短大

別府溝部学園短期大学

大分県

社会貢献 2012年11月23日 朝日新聞

同志社女子大生が商店街のバッジをプロデュース 京都

同志社女子大学

京都府

社会貢献 2012年11月24日 讀賣新聞

「英語村」施設拡張へ 鳥取環境大来春にも

鳥取環境大学

鳥取県

社会貢献 2012年11月27日 熊本日日新聞

障害児の教育環境を改善 全国１０高専がネット

熊本高等専門学校

日本

社会貢献 2012年11月28日 讀賣新聞

近大に福島復興支援室 心身ケアや除染

近畿大学

大阪府／岩手県

社会貢献 2012年11月29日 タウンニュース

東京家政学院大学＿地域連携でショー＿12月１日（土）、アリオ橋本で

東京家政学院大学

神奈川県

社会貢献 2012年11月30日 朝日新聞

岐阜・瑞穂 朝日大生が防犯ボランティア

朝日大学

岐阜県

社会貢献 2012年12月01日 讀賣新聞

「玉露キャラメル」で町おこし…同志社女子大

同志社女子大学

京都府

社会貢献 2012年12月02日 朝日新聞

神戸大発ＮＰＯが総理大臣賞 「減装商品」広げる

神戸大学

兵庫

社会貢献 2012年12月02日 福井新聞

「希望学」４年間の成果で報告会 研究者ら福井の将来へ方策訴え

東京大学

福井県

社会貢献 2012年12月05日 北國新聞

スイーツ電車でアルペンルートへ 立山町、大学生が町おこし企画

獨協大学

富山県

社会貢献 2012年12月06日 中日新聞

【愛知】愛知学院大で「子ども大学」開校

愛知学院大学

愛知県

社会貢献 2012年12月09日 讀賣新聞

弘前大が商議所と連携

弘前大学

青森県

社会貢献 2012年12月09日 釧路新聞

道内大学生が地域医療、観光に提言／釧路

釧路公立大学／札幌大学／札幌学院
大学／北海学園大学／北海道教育大
学釧路校

北海道

社会貢献 2012年12月13日 中日新聞

【愛知】懐かしの声を再現、記憶にアクセス 名工大

名古屋工業大学

愛知県

社会貢献 2012年12月14日 日本経済新聞

信大と農協直販、りんご風味のソーセージ

信州大学

長野県

社会貢献 2012年12月17日 日本農業新聞

ＪＡの地域貢献 印象定着 「よい食」運動弾み Ｊリーグ 札幌のサポーター調査

産業能率大学

北海道

社会貢献 2012年12月18日 中日新聞

【石川】農業共同研究 推進へタッグ 金大、県立大が包括協定

金沢大学／石川県立大学

石川県

社会貢献 2012年12月19日 東愛知新聞

豊橋市と愛大と災害時避難所協定

愛知大学

愛知県

社会貢献 2012年12月19日 北海道新聞

函教大生と小学生が交流 「寺子屋」和やか 宿題など持ち込み質問

北海道教育大学函館校

北海道

社会貢献 2012年12月21日 わかやま新報

信愛短大と県和高が協定 保育教育などで連携へ

和歌山信愛女子短期大学

和歌山県

社会貢献 2012年12月22日 神戸新聞

地域連携の取り組み発表 阪神・三田の学生が交流

武庫川女子大学

兵庫県

社会貢献 2012年12月22日 西日本新聞

サテライト・キャンパス開設 黒崎駅前のコムシティ 九国大

九州国際大学

福岡県

社会貢献 2012年12月23日 東京新聞

【千葉】東京情報大と協定 香取市、まちづくりで連携

東京情報大学

千葉県

社会貢献 2012年12月23日 讀賣新聞

商店街に「留学生カフェ」開設…九州大

九州大学

福岡県

社会貢献 2012年12月23日 上毛新聞

群馬の方言集め「かるた」 前橋国際大生が商品化

前橋国際大学

群馬県

社会貢献 2012年12月23日 福島民報

大学生ら集落活性化探る

福島大学／会津大学／日本大学／東
北大学／宇都宮大学／法政大学／宮
城教育大学／桜の聖母短期大学

福島県

社会貢献 2012年12月24日 讀賣新聞

学生手作りケーキ１分で完売…西九州大短大

西九州大学短期大学部

佐賀県

社会貢献 2012年12月24日 朝日新聞

空港に響くハンドベル 別府溝部学園短大生が披露

別府溝部学園短期大学

大分県

社会貢献 2012年12月24日 高知新聞

教員志望学生が地域活動 高知大学と日高村が連携

高知大学

高知県

社会貢献 2012年12月26日 四国新聞

地域医療充実へ寄付講座を設置／香川大と高松市

香川大学

香川県

社会貢献 2012年12月28日 河北新報

食育カレンダー第２弾 旬の料理レシピ満載 山形大

山形大学

山形県

社会貢献 2012年12月28日 毎日新聞

協定:地域活性化など、米原市と県立大が結ぶ 分野増やし連携加速 ／滋賀

滋賀県立大学

滋賀県

社会貢献 2012年12月29日 讀賣新聞

手作り菓子でユニセフ支援…高知県立大生

高知県立大学

高知県

社会貢献 2012年12月29日 琉球新報

高齢者と学生、交流へ サロン「お～きなわ」開所

沖縄大学

沖縄県

社会貢献 2012年12月30日 琉球新報

健康長寿 学生が支援 活動センター名桜大に開所

名桜大学

沖縄県

社会貢献 2013年01月03日 南日本新聞

天文館から宇宙県ＰＲへ、今春、宇宙情報館＿宇宙開発機構や鹿大など４機関

鹿児島大学

鹿児島県

社会貢献 2013年01月04日 大阪日日新聞

「生きる力」商い通し育成 小学生が起業体験

大阪教育大学

大阪府

社会貢献 2013年01月05日 北國新聞

砺波暮らしを「実験」 富山大生がきょうから

富山大学

富山県

社会貢献 2013年01月06日 熊本日日新聞

学生の力を地域に 県立大生、老人会と連携

熊本県立大学

熊本県

社会貢献 2013年01月06日 長野日報

「環境」で地域活性化 武蔵野大生が原村長に提言

武蔵野大学

長野県

社会貢献 2013年01月08日 信濃毎日新聞

生坂村と松本大が包括的連携へ 村おこし・研究など広がり期待

松本大学

長野県

社会貢献 2013年01月08日 上毛新聞

留学生の定住増やせ ラジオで就職情報発信 群馬大

群馬大学

群馬県

社会貢献 2013年01月10日 産業経済新聞

帝京大が東京・北区、板橋区と地域連携協定を締結

帝京大学

東京都

社会貢献 2013年01月11日 讀賣新聞

大学の実力＿被災経験を基点として

石巻専修大学

宮城県

社会貢献 2013年01月11日 奈良新聞

同大生が吉野観光戦略 - 若者に魅力発信、新提案

同志社大学

奈良県

社会貢献 2013年01月12日 讀賣新聞

また行きたくなる飲食店はココ…鹿児島大

鹿児島大学

鹿児島県

社会貢献 2013年01月12日 紀伊民報

体験学生と農家が意見交換 「ワーキングホリデー」の事業化目指し

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2013年01月12日 京都新聞

トリックアートで車両減速 伏見工と造形芸大生が実験

京都造形芸術大学

京都府

社会貢献 2013年01月13日 朝日新聞

街の魅力、学生目線で 秋田でフリーペーパー製作中

秋田大学／国際教養大学

秋田県

社会貢献 2013年01月15日 讀賣新聞

20130115讀賣〓長崎大が福島に研究拠点、帰村支援へ

長崎大学

福島県

社会貢献 2013年01月15日 陸奥新報

通学路安全に 弘大「雪かたづけ隊」始動

弘前大学

青森県

分野

記事タイトル

大学・短期大学

都道府県

公開講座 2012年11月16日 毎日新聞

キャンパる・情報伝言板:筑波大学重点公開講座「復興・再生と法」

筑波大学

東京都

公開講座 2012年11月18日 讀賣新聞

成年後見の重要性とは…中央大で読売講座

中央大学

東京都

公開講座 2012年11月20日 下野新聞

精神的豊かさ重視を 宇都宮で放送大学公開講座

放送大学

栃木県

公開講座 2012年11月21日 産業経済新聞

上智大＋経団連 グローバル人材の育成で共同講座

上智大学

東京都

公開講座 2012年11月22日 ZAKZAK

聖徳大学、芸術・文化の講座が充実！料理講座も人気

聖徳大学

千葉県

公開講座 2012年11月26日 讀賣新聞

近大マグロの技術に迫るシンポ…和歌山

近畿大学

和歌山県

公開講座 2012年11月27日 讀賣新聞

シニアらボランティアの方法学ぶ 堺の講座人気

大阪府立大学

大阪府

公開講座 2012年11月27日 讀賣新聞

震災の健康への影響は…仙台でサイエンス講座

東北大学

宮城県

公開講座 2012年11月29日 共同通信

陸前高田 × 立教大学 × 東京芸術劇場＿「つながる。陸前高田と立教大学」交流展＿
立教大学
～3.11 東日本大震災を忘れないために～ を開催

東京都

公開講座 2012年12月01日 岩手日日新聞

持続的な技術革新へ 岩手大工学部シンポ

岩手大学

岩手県

公開講座 2012年12月01日 日本農業新聞

復興再生 学生の力を 課題や展望探る 日本大学が全国農村サミット

日本大学

神奈川県

日付

媒体

公開講座 2012年12月02日 南日本新聞

新聞活用について意見交換 鹿児島大で公開講座

鹿児島大学

鹿児島県

公開講座 2012年12月03日 中日新聞

【静岡】震災後の日本を考える ８日に静岡大、連携講座

静岡大学

静岡県

公開講座 2012年12月03日 陸奥新報

弘前市内６大学「役割」考えるシンポジウム

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 青森県
青森学習センター／弘前医療福祉大学

公開講座 2012年12月08日 山形新聞

テーマは高校生から見た地域 庄内プロジェクト公開シンポ

東北公益文科大学

山形県

公開講座 2012年12月09日 中國新聞

地域に生かす大学での学び

広島修道大学

広島県

公開講座 2012年12月11日 紀伊民報

地質資源に関心持って 「ジオカフェ」で意見交流

和歌山大学

和歌山県

公開講座 2012年12月13日 岩手日日新聞

アートで地域元気に 岩手大出前講座スタート

岩手大学

岩手県

公開講座 2012年12月19日 朝日新聞

就活中の学生、社会人に質問 島根大で催し

島根大学

島根県

公開講座 2012年12月20日 ZAKZAK

実践女子学園 教養、資格、朗読など幅広い分野の講座を提供

実践女子大学／実践女子短期大学

東京都

公開講座 2012年12月22日 紀伊民報

幸せ感じる観光地に 観光カリスマが講演

和歌山大学

和歌山県

公開講座 2012年12月22日 東愛知新聞

都心定住のための提案発表会＿愛知大学のまちづくりコースの学生

愛知大学

愛知県

公開講座 2012年12月22日 盛岡タイムズ

地域活性に遺産活用 県立大生の協働研究成果 盛岡市教委提案で初めて実現 学校 岩手県立大学
で「志波城」劇の案も

公開講座 2013年01月11日 東京新聞

20130111東京■大人でも聴講したい 子ども大学かわごえ １２年度総務大臣表彰

東京国際大学／東洋大学／尚美学園
大学

公開講座 2013年01月13日 河北新報

荒れる里山の再生策探る 山形で公開講座「空から見た東北」

東北芸術工科大学

山形県

分野

記事タイトル

大学・短期大学

都道府県

産学連携 2012年11月17日 日本経済新聞

広島大発ＶＢ、車体外装にエアバッグをつけたＥＶ発売

広島大学

広島県

産学連携 2012年12月11日 日本経済新聞

東北大、素材技術先導プロジェクトの学外研究開発拠点を開設

東北大学

宮城県

産学連携 2012年12月12日 東京新聞

【神奈川】知的財産事業 学生と探る 川崎モデル

専修大学

神奈川県

産学連携 2012年12月13日 佐賀新聞

唐津焼でイタリアン 唐津市でイベント

佐賀大学

佐賀県

産学連携 2012年12月13日 マイナビ

東京都・玉川大学などがLEDの光で栽培した未来のレタスが発売開始

玉川大学

東京都

産学連携 2012年12月14日 大阪日日新聞

乳飲料を共同開発 関学大生と埼玉のメーカー

関西学院大学

兵庫県／埼玉県

産学連携 2012年12月14日 日刊工業新聞

東京中小投資育成、首都大東京と協定－投資先と産学連携

首都大学東京

東京都

日付

媒体

岩手県

産学連携 2012年12月14日 日本経済新聞

武田、東大に認知症の新薬候補譲渡 新たな産学連携

東京大学

東京都

産学連携 2012年12月15日 毎日新聞

サクセスフル・エイジング:高齢者の働きやすい社会へ、東大が産学ネット

東京大学

日本

産学連携 2012年12月19日 日本経済新聞

青森産カボチャ 麩に 健康重視、弘前大発ベンチャーなど

弘前大学

青森県

産学連携 2012年12月24日 河北新報

ものづくりへ産学官金連携 山形銀、山形県産技短大と協定

山形県立産業技術短期大学校

山形県

産学連携 2012年12月25日 讀賣新聞

「法大駅弁」東京駅の新定番に

法政大学

東京都／山形県

産学連携 2012年12月27日 産業経済新聞

帝京大学とタイアップし、みらい図鑑を活用した「能動体験型プログラム」を共同開発

帝京大学

東京都

産学連携 2013年01月01日 長野日報

健康志向の商品を 茅野の寒天プロジェクトが開発中

諏訪東京理科大学

長野県

産学連携 2013年01月09日 中國新聞

若いスキー客増へ学生が提案

広島修道大学

広島県／島根県

産学連携 2013年01月09日 福井新聞

仁愛短大生考案の商品ファミマに 総菜など北陸、東海限定販売

仁愛女子短期大学

福井県

産学連携 2013年01月10日 産業経済新聞

三井不動産、慶應義塾大学、タニタ、3者共同研究の成果 都市型住宅居住者向け健康
慶應義塾大学
サポートサービス「Personal Health Design」

東京都

産学連携 2013年01月10日 西日本新聞

リハビリの起立運動、ゲームソフトで楽しく 九大と地元病院が開発、商品化

九州大学

福岡県

産学連携 2013年01月11日 産業経済新聞

イケア・ジャパン、東京電機大学、日本大学理工学部、芝浦工業大学との 産学連携研
究プロジェクト・「子ども室プロジェクト」を実施

東京電機大学／日本大学／芝浦工業
大学

日本

産学連携 2013年01月13日 讀賣新聞

現代の八重に会う旅…女子大生が企画

跡見学園女子大学

福島県

