
新聞記事ネット情報（2013年03月16日～2013年06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 2013年03月17日 讀賣新聞 守山市、龍谷大サークルに感謝状 龍谷大学 京都府

社会貢献 2013年03月17日 神奈川新聞 学生の取り組み知って、「多摩区・３大学連携協議会」が地域交流事例を紹介／川崎 日本女子大学／専修大学／明治大学 神奈川県

社会貢献 2013年03月20日 東京新聞 【東京】ツリーと浅草結ぶアートライン完成　芸大生ら観光モニュメント設置 東京藝術大学 東京都

社会貢献 2013年03月21日 奈良新聞 人、まち、育てよう - 連携協定を締結／五條市と横浜美大 横浜美術大学 奈良県

社会貢献 2013年03月21日 北海道新聞 エゾシカカレー　「臭みなくおいしい」　函大のプロジェクトチームが報告会 函館大学 北海道

社会貢献 2013年03月22日 京都新聞 新名物「耳うどん」絵本で紹介　京丹波の住民グループ 京都学園大学 京都府

社会貢献 2013年03月23日 室蘭民報 室蘭・中島商店会コンソーシアム、事業実績を国に報告 室蘭工業大学 北海道

社会貢献 2013年03月24日 熊本日日新聞 仕事に新聞を生かすコツは　熊本市で「カフェ」 熊本大学 熊本県

社会貢献 2013年03月24日 讀賣新聞 大学と地域の連携探るシンポジウム 北海道教育大学 北海道

社会貢献 2013年03月24日 大分合同新聞 活動の成果を報告　東京大学景観研究室 東京大学 大分県

社会貢献 2013年04月07日 朝日新聞 温泉発電、長崎・小浜温泉で稼働　旅館や長崎大が実験 長崎大学 長崎県

社会貢献 2013年04月08日 東京新聞 【埼玉】サフランで町おこし　鶴ケ島、ブランド化狙う 城西大学 埼玉県

社会貢献 2013年04月10日 京都新聞 まちづくり、学生と推進　亀岡市、京都学園大と協定 京都学園大学 京都府

社会貢献 2013年04月14日 佐賀新聞 実証試験が始動　佐大協力の海洋温度差発電 佐賀大学 沖縄県

社会貢献 2013年04月16日 讀賣新聞 大阪芸大生が情報誌「ぽっかり」製作　富田林発信 大阪芸術大学 大阪府

社会貢献 2013年04月16日 大阪日日新聞 ミナミ創造新拠点　大阪府立大「アイサイトなんば」開設 大阪府立大学 大阪府

社会貢献 2013年04月16日 紀伊民報 町歩きマップ完成　みなべ観光協会 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2013年04月18日 大分合同新聞 新聞記事の閲覧システムを整備　中津市 大分大学 大分県

社会貢献 2013年04月19日 琉球新報 ベニバナ特産品に　南城で琉球野菜復活計画 琉球大学 沖縄県

社会貢献 2013年04月22日 日本経済新聞 北海道教育大旭川校、ボランティアで単位　地域貢献を強化 北海道教育大学 北海道

社会貢献 2013年04月23日 讀賣新聞 群馬大生たち、避難児へ学習支援 群馬大学 群馬県



社会貢献 2013年04月23日 中日新聞 福井大が「異世代同居」住み方探る 福井大学 福井県

社会貢献 2013年04月23日 南日本新聞 “限界集落”に若者の声 地元企業が住民と散策　福山・佳例川 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2013年04月26日 中國新聞 広経大学生がネットＴＶ開局 広島経済大学 広島県

社会貢献 2013年04月27日 苫小牧民報 千歳の北新商店街が新聞発行 千歳科学技術大学 北海道

社会貢献 2013年04月28日 徳島新聞 太龍寺周辺の遍路道を紹介　徳島大学地域再生塾、マップ作製 徳島大学 徳島県

社会貢献 2013年04月30日 東日新聞 新城市の小水力発電可能性＿『発電の適地が21カ所』地域住民と調整し実現へ 愛知大学 愛知県

社会貢献 2013年05月01日 葛飾経済新聞 東京理科大・葛飾キャンパスで開校イベント－地域密着大学へ 東京理科大学 東京都

社会貢献 2013年05月07日 紀伊民報 摂南大生が後輩へ情報を伝達　お年寄り訪問 摂南大学 和歌山県

社会貢献 2013年05月08日 長野日報 「揺れやすさマップ」作成へ　信大と松本市が体感震度調査を解析 信州大学 長野県

社会貢献 2013年05月08日 盛岡タイムズ
かるたで防災心得　児童の防災意識向上へ　岩手大地域防災研究センター　地震や津
波に備え作製

岩手大学 岩手県

社会貢献 2013年05月09日 タウンニュース 地域スポーツ振興で協定＿相模女子とノジマステラ 相模女子大学 神奈川県

社会貢献 2013年05月12日 福井新聞 交通への公的支援在り方探る　福井で地域公共政策学会研究大会 福井県立大学 福井県

社会貢献 2013年05月15日 讀賣新聞 大学「発」イモ…植えればエコ・生でも焼いても 京都府立大学 京都府

社会貢献 2013年05月16日 日本海新聞 課題解決の仕組み提案　鳥大がまちづくり”実践書” 鳥取大学 鳥取県

社会貢献 2013年05月18日 東京新聞 【埼玉】鶴ケ島市が女子栄養大と協定　「地域産業発展に期待」 女子栄養大学 埼玉県

社会貢献 2013年05月20日 讀賣新聞 新パワースポット「さざえ堂」東京・巣鴨に誕生…大正大 大正大学 東京都

社会貢献 2013年05月20日 讀賣新聞 復興支援キャラ考案…群馬大生 群馬大学 群馬県

社会貢献 2013年05月21日 朝日新聞 農作業着もっとおしゃれに　山口県立大生ら、デザイン 山口県立大学 山口県

社会貢献 2013年05月21日 毎日新聞
地域防災教育:九大が糸島市消防本部と連携し少人数セミナー　１年生３３人が受講、救
命講習実技も「将来に役立てて」　／福岡

九州大学 福岡県

社会貢献 2013年05月27日 朝日新聞 「関学ブレンド」は本格派　学生運営のカフェ、成長中 関西学院大学 兵庫県

社会貢献 2013年05月29日 中日新聞 【愛知】大学蔵書借りられます　稲沢市立図書館、１日から 名古屋文理大学／愛知文教女子短期
大学

愛知県

社会貢献 2013年05月30日 岩手日報 【洋野】種市駅前の活性化探る　県立大生が聞き取り調査 岩手県立大学 岩手県

社会貢献 2013年05月30日 毎日新聞 まちづくり:アートで協力　文星芸大、鹿沼市と連携協定　／栃木 文星芸術大学 栃木県



社会貢献 2013年06月01日 朝日新聞 不登校児のそばに１２年　熊本大生の「ユア・フレンド」 熊本大学 熊本県

社会貢献 2013年06月01日 中日新聞 【富山】大学と地域　連携活発　富大　拠点事業構想を発表 富山大学 富山県

社会貢献 2013年06月04日 中國新聞 広島大手芸部に作品販売拠点 広島大学 広島県

社会貢献 2013年06月07日 桐生タイムス 大学生が見る“まつり”　５０回記念で調査実習へ 立教大学 群馬県

社会貢献 2013年06月14日 讀賣新聞 関学大 学内献血１０万人超す…呼びかけ半世紀 関西学院大学 兵庫県

社会貢献 2013年06月14日 山口新聞 唐戸商店街を元気に　下関市大生が期間限定居酒屋 下関市立大学 山口県

社会貢献 2013年06月15日 朝日新聞 松山大生がおすすめ紹介　観光ガイド本、無料で配布 松山大学 愛媛県

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 2013年03月16日 長野日報 生薬に新たな商機あり　富山大研究所・小松教授が講演 信州大学 長野県

公開講座 2013年03月19日 京都新聞 被災地経済の現状語る　草津・立命大で地域復興フォーラム 立命館大学 滋賀県

公開講座 2013年03月19日 荘内日報 公益大大学院特別講座公開シンポ　キネマ塾やレストラン描く 東北公益文科大学 山形県

公開講座 2013年03月28日 ZAKZAK 立正大学　ビギナーから本格的な仏教まで学生たちと一緒に学べる 立正大学 東京都

公開講座 2013年04月06日 長野日報 技術者の資質向上を　岡谷で信大特別課程が開講 信州大学 長野県

公開講座 2013年04月11日 福島民報 再生エネ人材育成へ　福島大、講座で起業支援 福島大学 福島県

公開講座 2013年04月12日 産業経済新聞 地域活性化セミナー　滋賀大が参加者募集　６月６日から１６回 滋賀大学 滋賀県

公開講座 2013年04月17日 共同通信
宇宙や天文学に親しもう！京都産業大学神山天文台　一般公開と天文学入門講座を開
催 京都産業大学 京都府

公開講座 2013年04月22日 神奈川新聞 第22回　慶應義塾大学理工学部　市民講座 慶應義塾大学 神奈川県

公開講座 2013年04月25日 神奈川新聞 中華街全体が大学に、横浜商大の市民公開講座が一新／横浜 横浜商科大学 神奈川県

公開講座 2013年05月02日 ZAKZAK 青山学院大学　渋谷区在住、在勤者優先の無料講座も 青山学院大学
東京都／神奈川
県

公開講座 2013年05月03日 朝日新聞 みんなの「復興ボランティア学」　宮城・石巻専修大 石巻専修大学 宮城県

公開講座 2013年05月11日 徳島新聞 公開講座の内容紹介　徳島文理大、１２年度版発行 徳島文理大学 徳島県

公開講座 2013年05月12日 奈良新聞 からだ作りのコツ伝授 - 天理大学公開講座始まる 天理大学 奈良県

公開講座 2013年05月13日 下野新聞 「銀の靴」で本社と宇大　６月に連携講座 宇都宮大学 栃木県



公開講座 2013年05月17日 朝日新聞 吉本新喜劇で大学の単位とれます　滋賀大が講座、出演も 滋賀大学 滋賀県

公開講座 2013年05月21日 毎日新聞 近大高専公開講座:元トヨタ社員ら多彩な講師陣　名張で２５日から　／三重 近畿大学工業高等専門学校 三重県

公開講座 2013年05月31日 産業経済新聞 明海大学で「社長講座」　観光のプロ目指し実践教育　千葉・浦安 明海大学 千葉県

公開講座 2013年06月04日 讀賣新聞
運動苦手な子　体育大生がマンツーマン指導…大阪＿ボール投げや鉄棒　楽しくハイタ
ッチ 大阪体育大学 大阪府

公開講座 2013年06月13日 ZAKZAK 早稲田大学オープンカレッジ　英語は６段階のレベル別に開講 早稲田大学 東京都

公開講座 2013年06月15日 佐賀新聞 地域資源生かす新技術学ぼう　２２日シンポ 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 2013年03月17日 産業経済新聞 中小企業支援で明大と協定　神奈川県 明治大学 神奈川県

産学連携 2013年03月19日 南日本新聞 「声」投稿し“会話”　鹿児島大生らがスマホ用アプリ開発 鹿児島大学 鹿児島県

産学連携 2013年03月22日 静岡新聞 総合特区申請へ地域協設置　フーズ・サイエンス構想 静岡県立大学 静岡県

産学連携 2013年03月23日 京都新聞 「ＪＳＴプラザ」京大の産学連携施設へ 京都大学 京都府

産学連携 2013年03月25日 日本経済新聞 京大、エネルギー・医療の研究拠点　産学連携で15年春に 京都大学 京都府

産学連携 2013年03月26日 四国新聞 藤川牧場、ヨコレイ、香川短大が連携で新食品 香川短期大学 香川県

産学連携 2013年03月30日 信濃毎日新聞 信大などのナノカーボン膜開発、文科省補助額６４億円に決定 信州大学 長野県

産学連携 2013年04月01日 滋賀報知新聞 軸受けに関節の機能応用 小水力発電システム 熊本大学 滋賀県

産学連携 2013年04月02日 山形新聞 山形大の有機エレ新事業、予算49億円を確保　文科省採択 山形大学 山形県

産学連携 2013年04月05日 東海新報 産学官連携で復興推進　岩大が大船渡に拠点開設 岩手大学 岩手県

産学連携 2013年04月11日 朝日新聞 岩手・大槌ワカメを無料配布　女子栄養大と川越市場企画 女子栄養大学 岩手県／埼玉県

産学連携 2013年04月16日 岩手日報 東大、大槌で雇用研究開始　「10年で千人創出」目標 東京大学 岩手県

産学連携 2013年04月18日 日本経済新聞 産学協同で光技術研究　静大・浜ホトなど４者、浜松に拠点 静岡大学／浜松医科大学 静岡県

産学連携 2013年04月24日 山梨日日新聞 山学大が経営学研究センター　産学官連携で地元経済活性化 山梨学院大学 山梨県

産学連携 2013年04月25日 四国新聞 人材育成へ連携協定／高松大・短大と商議所 高松大学／高松短期大学 香川県

産学連携 2013年04月27日 下野新聞 「ウド飴お一つドウ？」　大田原で新商品 国際医療福祉大学 栃木県



産学連携 2013年04月30日 RBB Today ワールド、産学連携プロジェクト「学生コラボ SPACE ART」を順次開催
名古屋芸術大学／京都造形芸術大学
／九州大学／東京芸術大学／比治山
大学

日本

産学連携 2013年05月02日 日刊工業新聞 京大、ワイヤレス電力伝送実用化へ産学連携組織 京都大学 京都府

産学連携 2013年05月03日 日刊工業新聞 名大、１５年春に産学連携研究拠点を新設－次世代移動体開発へ 名古屋大学 愛知県

産学連携 2013年05月13日 産業経済新聞 県が産学連携の商品開発をサポート　群馬 群馬県立女子大学 群馬県

産学連携 2013年05月17日 日本海新聞 大学生が観光振興で提言へ　商工会と産学連携 兵庫県立大学 兵庫県

産学連携 2013年05月22日 北國新聞 富山育ちのワインが完成　県産酵母とブドウを使用 富山県立大学 富山県

産学連携 2013年05月31日 河北新報 次世代電池開発へ連携　東北大と企業研究組織を設立 東北大学 宮城県

産学連携 2013年06月02日 伊勢新聞 ＜まる見えリポート＞中学生らエコカー製作　産学官で未来の技術者育成
鈴鹿工業高等専門学校／三重大学／
鳥羽商船高等専門学校

三重県

産学連携 2013年06月05日 北海道新聞
酪農大生の発想　もりもとが形に　和菓子やパン４品　８日に全道発売　高橋さん、今野
さん、梛野さん　開発１年「努力報われた」 酪農学園大学 北海道

産学連携 2013年06月08日 山形新聞 鶴岡漢方プロジェクト、「研究会」発足　産地化に向け本格化 慶應義塾大学／山形大学 山形県

産学連携 2013年06月11日 神奈川新聞 相鉄不動産とフェリスが連携、賃貸マンション計画／横浜 フェリス女学院大学 神奈川県

産学連携 2013年06月14日 朝日新聞 弁当・おにぎり、産学連携　神戸学院大生とＪＲ西子会社 神戸学院大学 兵庫県


