
新聞記事ネット情報（2013年06月16日～2013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 2013年06月16日 中國新聞 早大生、空港の活用策提言へ 早稲田大学 山口県

社会貢献 2013年06月16日 高知新聞 北川村が倉敷芸科大と協定へ　「モネの庭」で創作支援 倉敷芸術科学大学 高知県

社会貢献 2013年06月17日 中日新聞 【岐阜】「商店街に教室」で最高賞　岐大生らの柳ケ瀬再生計画 岐阜大学 岐阜県

社会貢献 2013年06月20日 大阪日日新聞 関大、関学大有志設立　チャレンジ店舗３周年でイベント 関西大学／関西学院大学 大阪府

社会貢献 2013年06月20日 タウンニュース 美大生が描く「街アート」＿車両やシャッター彩る 多摩美術大学 神奈川県

社会貢献 2013年06月21日 時事通信 大学生がフェイスブックで商店街活性化＝大阪〔地域〕 近畿大学 大阪府

社会貢献 2013年06月23日 讀賣新聞 前橋の大学・専門学校１５校合同　商店街で学園祭 群馬大学 群馬県

社会貢献 2013年06月24日 朝日新聞 文化交流に大学生が力　催しを運営　愛知・豊田の団地 中京大学 愛知県

社会貢献 2013年06月25日 大阪日日新聞 防災など地域課題取り組み強化　大阪市大が連携協定 大阪市立大学 大阪府

社会貢献 2013年06月29日 産業経済新聞 「富岡も世界遺産へ」　工女検定募集　群馬 高崎商科大学 群馬県

社会貢献 2013年07月02日 中國新聞 販売戦略を学生が探る　三次 広島経済大学 広島県

社会貢献 2013年07月03日 陸奥新報 弘大が浪江町仮役場内に復興支援室開設 弘前大学 福島県

社会貢献 2013年07月05日 宮古毎日新聞 宮古にサテライトキャンパス／琉大 琉球大学 沖縄県

社会貢献 2013年07月07日 熊本日日新聞 有明海再生へ初シンポ　県立大など４大学連携
熊本県立大学／佐賀大学／長崎大学
／九州大学

佐賀県

社会貢献 2013年07月09日 新潟日報 三条の魅力、東京の大学院生が取材＿今秋フリーペーパー発行へ 法政大学／東京藝術大学 新潟県

社会貢献 2013年07月10日 陸奥新報 弘大が「グローカル連携研究会」設立 弘前大学 青森県

社会貢献 2013年07月16日 讀賣新聞 小学校の食育　農家、栄養士、大学教員がチーム授業…茨城 茨城大学／茨城県立医療大学 茨城県

社会貢献 2013年07月23日 讀賣新聞 尾道の商店街　地元大学生ら誘客ポスター 尾道市立大学 広島県

社会貢献 2013年07月26日 京都新聞 伏見稲荷周辺を英語で紹介　龍大生がガイドマップ 龍谷大学 京都府

社会貢献 2013年07月26日 千葉日報 東京情報大と連携協定　千葉市、地域経済活性化へ 東京情報大学 千葉県

社会貢献 2013年07月27日 福井新聞 福井の「希望学」調査が集大成　東京大社会科学研、成果を本に 東京大学 福井県



社会貢献 2013年07月30日 陸奥新報 東北女子大が蜂蜜ブランドプロジェクト 東北女子大学 青森県

社会貢献 2013年07月31日 北海道新聞 商店街の空き店舗、大学サークルの部室に　当別駅前で期間限定「地域交流の場に」 北海道医療大学 北海道

社会貢献 2013年08月04日 山形新聞 東北公益大、文科省採択事業の概要発表　地域課題解決へ未来の人材育成 東北公益文科大学 山形県

社会貢献 2013年08月06日 讀賣新聞 会津大生ら、避難中学生向け夏の学習会…福島 会津大学 福島県

社会貢献 2013年08月06日 大阪日日新聞 “科学の楽しさ”親子ら堪能　大経大、理科実験室開放 大阪教育大学 大阪府

社会貢献 2013年08月06日 神戸新聞 洲本市と３大学の「域学連携」　学生合宿始まる 龍谷大学 兵庫県

社会貢献 2013年08月06日 産業経済新聞 学生の力で地域を元気に　龍谷大生が洲本市で「フィールドワーク学習」 龍谷大学／九州大学／早稲田大学 兵庫県

社会貢献 2013年08月08日 中國新聞 学生マンパワーでまちづくり 山陽女子短期大学 広島県

社会貢献 2013年08月08日 上毛新聞 英語でビンゴ！小学生が異文化身近に　前橋国際大 共愛学園前橋国際大学 群馬県

社会貢献 2013年08月08日 福島民友新聞 「むらの大学」被災地支援　福島大、学生がにぎわい創出へ 福島大学 福島県

社会貢献 2013年08月09日 四国新聞 若者目線で魅力発見、定住促進へ／観音寺と香川大 香川大学 香川県

社会貢献 2013年08月10日 讀賣新聞 立教大生が運営　“海の家”開業６０年＿千葉・館山の「キャンプストア」 立教大学 千葉県

社会貢献 2013年08月10日 佐賀新聞 佐賀大、西九州大が自治体と連携 佐賀大学／西九州大学 佐賀県

社会貢献 2013年08月10日 千葉日報 空き店舗を“アートの拠点”に　千葉大生と商店街が連携　稲毛オープンスタジオ 千葉大学 千葉県

社会貢献 2013年08月13日 京都新聞 亀岡の祭り、サイトで発信　京都学園大生ら関係者に取材 京都学園大学 京都府

社会貢献 2013年08月15日 讀賣新聞 戦争紙芝居　学生ら動画に…香川短大生８００時間かけ制作 香川短期大学 香川県

社会貢献 2013年08月17日 紀伊民報 若い力、伝統つなぐ　大阪の学生らが過疎地の盆行事 摂南大学 和歌山県

社会貢献 2013年08月19日 朝日新聞 団地空き部屋を学生寮に　中部大と春日井市 中部大学 愛知県

社会貢献 2013年08月21日 日本経済新聞 廃校生かし地域活性化　札幌市と市立大、交流施設や市民講座 札幌市立大学 北海道

社会貢献 2013年08月22日 日刊工業新聞 首都大学東京、都市型の「防災」提案へ－大震災を想定、研究プロ開始 首都大学東京 東京都

社会貢献 2013年08月23日 讀賣新聞 福島大に復興支援拠点…専用棟が落成 福島大学 福島県

社会貢献 2013年08月24日 南日本新聞 「霧島茶に恋して」　鹿児島県立短期大生が命名「恋茶」ＰＲ 鹿児島県立短期大学 鹿児島県

社会貢献 2013年08月26日 京都新聞 龍大農学部と提携へ　就農、競争力に期待　県・大津市連携会議 龍谷大学 滋賀県

社会貢献 2013年08月29日 徳島新聞 全組織協力し社会貢献活動　徳島大、地域連携を強化 徳島大学 徳島県



社会貢献 2013年09月02日 釧路新聞 道東の観光を学ぶ/大学生が実習 桜美林大学 北海道

社会貢献 2013年09月03日 徳島新聞 四国大生が被災地激励　岩手の仮設住宅、お年寄りらと交流 四国大学 岩手県

社会貢献 2013年09月03日 宮古毎日新聞 宮古の現状をヒアリング／沖国大・前津ゼミの学生＿離島行政の課題など学ぶ 沖縄国際大学 沖縄県

社会貢献 2013年09月05日 朝日新聞 集客力向上へ「学生力」　大学と商店街がタッグ　京都
佛教大学／龍谷大学／京都文教大学
／立命館大学 京都府

社会貢献 2013年09月11日 朝日新聞 街に活気、和歌山大生ラジオ　テーマは恋・就活・受験… 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2013年09月13日 朝日新聞 演劇など振興へ、三重大と県連携　「劇場法」で初協定 三重大学 三重県

社会貢献 2013年09月13日 中日新聞 【滋賀】県立大が地域連携教育を強化　課題解決講座新設へ 滋賀県立大学 滋賀県

社会貢献 2013年09月13日 西日本新聞 平戸市と県立大、国際大　地域活性化へ連携 [長崎県] 長崎県立大学／長崎国際大学 長崎県

社会貢献 2013年09月14日 陸奥新報 農家と早大生の交流２２年目／弘前・相馬地区 早稲田大学 青森県

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06月17日 産業経済新聞 スポーツと体罰を討論　兵教大でシンポ「生徒の自主性尊重を」　兵庫 兵庫教育大学 兵庫県

公開講座 2013年06月17日 北海道新聞 港と大学　将来像探る　シンポに市民ら２００人　苫小牧 苫小牧駒沢大学 北海道

公開講座 2013年06月18日 ZAKZAK 「セカンドステージ大学」で団塊世代が友達作り 立教大学 東京都

公開講座 2013年06月21日 朝日新聞 原発避難者の声聞いて　大阪市大生が講演会企画 大阪市立大学 大阪府

公開講座 2013年07月15日 讀賣新聞 文化遺産　価値ある資源に…金大市民講座 金沢大学 石川県

公開講座 2013年07月16日 島根日日新聞社 住民と県立大生、笑顔塾 島根県立大学 島根県

公開講座 2013年07月16日 山形新聞 山形大が「観光経営工学特論」開講　ＪＲ東日本協力、８月から 山形大学 山形県

公開講座 2013年07月18日 ZAKZAK 法政大学エクステンション・カレッジ　資格取得講座が充実！ 法政大学 東京都

公開講座 2013年08月08日 ZAKZAK 専修大学エクステンションセンター　「女性の英雄」ひもとく無料講座は超人気 専修大学 神奈川県

公開講座 2013年08月13日 産業経済新聞 公立大学法人会津大学主催の「会津IT秋フォーラム」に協賛のお知らせ 会津大学 福島県

公開講座 2013年08月17日 産業経済新聞 横浜市立大で９月、古地図など貴重書の市民講座 横浜市立大学 神奈川県

公開講座 2013年08月18日 沖縄タイムス 普天間撤去の実現策探る　沖国大で検証シンポ 沖縄国際大学 沖縄県

公開講座 2013年08月20日 京都新聞 造形楽しさ広め２０年　京教大公開講座、８４歳女性を表彰 京都教育大学 京都府

公開講座 2013年08月24日 熊野新聞 和大生による防災講座＿児童に心構え楽しく伝える＿那智勝浦町 和歌山大学 和歌山県



公開講座 2013年08月26日 讀賣新聞 味覚を科学　児童に講義…奈良・畿央大 幾央大学 奈良県

公開講座 2013年08月26日 産業経済新聞 横浜市と神奈川大学のコラボレーション講座を開講します！ 神奈川大学 神奈川県

公開講座 2013年09月03日 伊勢新聞 鈴国大が地域スポーツクラブ　年内３種目講座　専門講師が指導 鈴鹿国際大学 三重県

公開講座 2013年09月03日 北海道新聞 銭湯の魅力、めぐって発掘　はこだて未来大と会津大の院生が講座 はこだて未来大学／会津大学 北海道

公開講座 2013年09月05日 ZAKZAK 昭和女子大学オープンカレッジ秋期講座　ナルホド語学をお得に受講 昭和女子大学 東京都

公開講座 2013年09月08日 福島民報 経営者ら復興策探る　福大が特別公開講座 福島大学 福島県

公開講座 2013年09月10日 神奈川新聞 洗足学園音大教員が８６日間連続公演、ジャンル多彩に新施設ＰＲ／川崎 洗足学園音楽大学 神奈川県

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 2013年06月17日 北國新聞 薬草生産で能登元気に　金大、産学連携で穴水に拠点 金沢大学 石川県

産学連携 2013年06月19日 日本経済新聞 大阪市大、人工光合成の研究所開所 大阪市立大学 大阪府

産学連携 2013年06月19日 日本経済新聞 京都市に化学研究拠点を今秋開設 京都大学／京都工芸繊維大学 京都府

産学連携 2013年06月21日 日本経済新聞 産学連携で福島の中小企業支援　東北大教授、アイデア商品指南 東北大学 福島県

産学連携 2013年06月25日 中日新聞 【福井】速醸魚醤の技術確立　福井県立大の宇多川さん 福井県立大学 福井県

産学連携 2013年06月26日 奈良新聞 吉野材で温もりの家 - 県、近鉄不動産、早稲田大が連携 早稲田大学 日本

産学連携 2013年06月27日 朝日新聞 女子大生考案レシピを商品化　千葉、夏野菜・大豆テーマ 和洋女子大学 千葉県

産学連携 2013年07月02日 朝日新聞 奈良教育大と富士通、共同研究へ　教員養成課程で活用 奈良教育大学 奈良県

産学連携 2013年07月07日 東京新聞 【神奈川】明大と川信タッグ　中小製造業支援で協定 明治大学 神奈川県

産学連携 2013年07月08日 讀賣新聞 自動車頼み脱却　群馬大と企業１０社研究会 群馬大学 群馬県

産学連携 2013年07月13日 岩手日報 岩手大創設、コンソーシアム始動　産学共同研究へ 岩手大学 岩手県

産学連携 2013年07月22日 産業経済新聞 相鉄不動産とフェリス女学院大　賃貸マンション入居者募集で連携 フェリス女学院大学 神奈川県

産学連携 2013年07月23日 福島民友新聞 ボーイング社が協力　会津大サイバーセキュリティー講座 会津大学 福島県

産学連携 2013年07月31日 奈良新聞 地域活性化へ産学連携　帝塚山大と中小企業家同友会が協定　奈良 帝塚山大学 奈良県

産学連携 2013年07月31日 日本海新聞 販促に鳥大の知恵　産学連携で但馬寿の黒豆茶ＰＲ 鳥取大学 兵庫県

産学連携 2013年07月31日 日本経済新聞 昭和女子大、昭和信金と連携協定　学生に企業体験 昭和女子大学 東京都



産学連携 2013年08月03日 熊野新聞 「ホルモン大和煮」出荷へ＿クロマグロ新商品を市場投入＿丸八水産 和歌山工業高等専門学校／和歌山信
愛女子短期大学

和歌山県

産学連携 2013年08月03日 盛岡タイムズ 学生主体でアプリ　ＦＥＪ岩手支部　滝沢村を拠点に設立　人材育成や起業化促進 岩手県立大学／岩手大学 岩手県

産学連携 2013年08月23日 苫小牧民報 恵庭バーガーはいかが　北海道文教大の学生が開発 北海道文教大学 北海道

産学連携 2013年09月03日 苫小牧民報 紙おむつをより薄く　環境に優しい吸水性樹脂を苫小牧高専が開発 苫小牧工業高等専門学校 北海道

産学連携 2013年09月10日 神奈川新聞 デザイン学院の学生らが菓子の包装紙、ありあけが採用／横浜 横浜デザイン学院 神奈川県

産学連携 2013年09月13日 宇部日報 宇部高専が「テクノカフェ」開設へ 宇部工業高等専門学校 山口県

産学連携 2013年09月13日 奈良新聞 産業活性化の可能性探る - 奈良まほろば産学官連携懇話会 近畿大学 奈良県

産学連携 2013年09月14日 朝日新聞 有機ＥＬの実用化・量産へ　山形大、米沢に新研究拠点 山形大学 山形県

産学連携 2013年09月15日 東京新聞 【東京】石巻専修大生と被災企業開発　サバだしラーメン 石巻専修大学 宮城県


