新聞記事ネット情報（2013年12月16日～2014年03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12月17日 日本経済新聞

松戸市、伊勢丹・聖徳大と子育て支援で協定 食育イベントなど

聖徳大学／聖徳大学短期大学部

千葉県

社会貢献 2013年12月18日 讀賣新聞

少子高齢化の縮図…多摩の大学生、団地支援続々

明星大学／桜美林大学／法政大学

東京都

社会貢献 2013年12月18日 朝日新聞

育児中の研究、学生が補助 山梨大の拠点発足１年余

山梨大学

山梨県

社会貢献 2013年12月18日 日本農業新聞

女子大生アイデア 直売所活性化へ レシピや食育イベント提案 ＪＣ総研と東京家政学 東京家政学院大学
院大連携

東京都

社会貢献 2013年12月22日 朝日新聞

学べ遊べ「まつり」４０年 愛知教育大生と子らふれあい

愛知教育大学

愛知県

社会貢献 2013年12月22日 朝日新聞

学生発ブルーベリープリン 東京・小平産１００％

嘉悦大学

東京都

社会貢献 2013年12月23日 十勝毎日新聞

学生４人が狩猟免許取得 帯畜大

帯広畜産大学

北海道

社会貢献 2013年12月24日 讀賣新聞

女子大生が五千首から厳選「京都百人一首」

京都ノートルダム女子大学

京都府

社会貢献 2013年12月24日 讀賣新聞

短大生手作りケーキ「懐かしい味」の秘密

西九州大学短期大学部

佐賀県

社会貢献 2013年12月26日 讀賣新聞

長崎の古い町並みぶらり、大学生がご案内冊子

長崎県立大学

長崎県

社会貢献 2013年12月26日 朝日新聞

被災地の今、オンエア 秋田の大学生やＮＰＯがＦＭ番組

秋田大学／国際教養大学／秋田県立
大学

秋田県

社会貢献 2013年12月28日 東奥日報

むつと弘大が地熱開発調査協定へ

弘前大学

青森県

社会貢献 2013年12月29日 東京新聞

【東京】地域密着番組、中大生が制作 ＣＡＴＶで放送

中央大学

東京都

社会貢献 2014年01月01日 神戸新聞

防災の知見神戸に集約 連携の拠点神戸大構想

神戸大学

兵庫県

社会貢献 2014年01月01日 長野日報

ヤマブドウワイン特産化 ６月に試験販売・伊那市

信州大学

長野県

社会貢献 2014年01月04日 神奈川新聞

「三浦真珠」復活を、油壺周辺で養殖復活へ東大・企業・地元連携／神奈川

東京大学

神奈川県

社会貢献 2014年01月05日 南日本新聞

屋久島の森の酵母で地域おこし 第１弾「たんかんのお酒」試作品完成

鹿児島大学

鹿児島県

社会貢献 2014年01月09日 室蘭民報

室工大大学院生がプロジェクト、除雪問題解決目指す

室蘭工業大学

北海道

社会貢献 2014年01月10日 朝日新聞

教授と楽しく学問を 三重大、サイエンスカフェ好評

三重大学

三重県

社会貢献 2014年01月11日 日本経済新聞

千葉大や聖徳短大、大学挙げ地域の課題に挑戦

千葉大学／聖徳大学短期大学部

千葉県

社会貢献 2014年01月13日 秋田魁新報

空き家、秋田美大生のアトリエに 住民と交流の場にも活用

秋田公立美術大学

秋田県

社会貢献 2014年01月15日 讀賣新聞

懐かしくて楽しい…学生が商店街に飾った書とは

四国大学

徳島県

社会貢献 2014年01月19日 神戸新聞

里山散策などで洲本ＰＲ 学生のアイデアでツアー

龍谷大学

兵庫県

社会貢献 2014年01月19日 盛岡タイムズ

われらで創る滝沢市 夢・絆・生きがいプレゼンコンテスト 若者が街づくり提言

岩手県立大学

岩手県

社会貢献 2014年01月20日 福島民友新聞

川内で「むらづくり大学」開校へ “復興策”考え、活動

福島大学

福島県

社会貢献 2014年01月21日 伊勢新聞

志摩 渡鹿野島でバレンタイン 過疎化ストップ、イベント企画

四日市大学

三重県

社会貢献 2014年01月21日 大分合同新聞

竹田の民家で「おもてなし」 縁側カフェ

大分大学

大分県

社会貢献 2014年01月22日 讀賣新聞

知の最先端を高校生に…兵庫県と京大など提携

京都大学／大阪大学／神戸大学

兵庫県

社会貢献 2014年01月26日 朝日新聞

宮崎）冷凍野菜のおいしさ知って 大学生らレシピ考案

南九州大学

宮崎県

社会貢献 2014年01月27日 京都新聞

地域活性へ包括協定締結 京都府と立命大、農業分野で先行連携

立命館大学

京都府

社会貢献 2014年01月28日 讀賣新聞

障害者支援カフェ外観、学生がデザイン…愛知

中部大学

愛知県

社会貢献 2014年01月31日 朝日新聞

大阪）若者よ、堺へ 関大生がマップ作製

関西大学

大阪府

社会貢献 2014年02月02日 讀賣新聞

新ビジネス創出へ始動 富山大と高岡市

富山大学

富山県

社会貢献 2014年02月02日 讀賣新聞

「八百屋 女子大」福岡にあらわる 学習の一環

福岡女子大学

福岡県

社会貢献 2014年02月14日 西日本新聞

糸島巡るトゥクトゥク 九大生ら運行、観光活性化へ４月発車 [福岡県]

九州大学

福岡県

社会貢献 2014年02月15日 京都新聞

深草商店街を冊子で紹介 龍大生、店主に注目

龍谷大学

京都府

社会貢献 2014年02月16日 滋賀報知新聞

県立大学「近江地域学会」設立へ

滋賀県立大学

滋賀県

社会貢献 2014年02月19日 朝日新聞

福島）震災後のいわき、人々の言葉を映画に 筑波大生ら

筑波大学

福島県

社会貢献 2014年02月19日 河北新報

被災地産業支援で連携 東北工大と整備局が協定

東北工業大学

宮城県

社会貢献 2014年02月20日 讀賣新聞

松山市議選コンシェルジュ 松山大生４人任命

松山大学

愛媛県

社会貢献 2014年02月21日 讀賣新聞

有害サイト摘発、大学生と県警がシステム開発へ

文教大学

神奈川県

社会貢献 2014年02月21日 神戸新聞

地域の魅力の再発見 神戸大生、児童と交流 篠山

神戸大学

兵庫県

社会貢献 2014年02月22日 産業経済新聞

明治大学黒川農場 研究拠点で里山散策

明治大学

神奈川県

社会貢献 2014年02月24日 日本経済新聞

小樽商科大と道庁が包括協定 就職支援など４項目

小樽商科大学

北海道

社会貢献 2014年02月28日 朝日新聞

岐阜）ヤギ除草の効果は？ 岐阜大が１年目の成果発表

岐阜大学

岐阜県

社会貢献 2014年03月01日 福島民友新聞

日大工学部が除染技術支援 大玉村と協定を締結

日本大学

福島県

社会貢献 2014年03月04日 朝日新聞

愛知）愛大生が散策マップ 豊橋・花園商店街周辺を紹介

愛知大学

愛知県

社会貢献 2014年03月05日 島根日日新聞社 市民パスポート会員を募集／島根大学／公開授業や施設利用の特典

島根大学

島根県

社会貢献 2014年03月06日 河北新報

Ａｆｔｅｒ３．１１発信 東北学院が震災記録集を出版

東北学院大学

宮城県

社会貢献 2014年03月08日 千葉日報

商店街で“つまみぐい” あす、食べ歩き買い物イベント 千葉商大生が都内で開催

千葉商科大学

東京都

社会貢献 2014年03月09日 神戸新聞

紙製メダル受け取り笑顔 こども大学で修了式 加古川

兵庫大学

兵庫県

社会貢献 2014年03月09日 中日新聞

【三重】震災伝える大切さ共有 三重大で活動報告

三重大学

日本

社会貢献 2014年03月10日 産業経済新聞

市街地活性化ユニークな試み 週末空き店舗研究室 鳥取大地域学部が主催

鳥取大学

鳥取県

社会貢献 2014年03月11日 讀賣新聞

被災地で法律相談…広島大生ら今夏で４回目

広島大学

岩手県

社会貢献 2014年03月11日 朝日新聞

絵本館に親子集う 私立大阪樟蔭女子大学関屋キャンパス／／／奈良

大阪樟蔭女子大学

奈良県

社会貢献 2014年03月13日 朝日新聞

愛知）名古屋大に減災館が完成、５月オープン予定

名古屋大学

愛知県

社会貢献 2014年03月13日 神戸新聞

“かっこかわいい”靴下を 女子大生が新商品企画 高砂

神戸親和女子大学

兵庫県

社会貢献 2014年03月14日 朝日新聞

新潟）学習支援ボランティア３年 新潟大生らが避難者に

新潟大学

新潟県

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12月16日 東京新聞

【東京】環境が成長発達助ける 東京電機大 建築・環境計画

東京電機大学／東海大学／東京都市
大学／清泉女子大学

東京都

公開講座 2013年12月20日 産業経済新聞

串本小で秋田大教授が「出前授業」 和歌山

秋田大学

和歌山県

公開講座 2013年12月21日 南日本新聞

新聞活用し読解力に効果 鹿児島大で公開講座

鹿児島大学

鹿児島県

公開講座 2013年12月22日 福井新聞

教員目指す大学生と高校生が議論 福井大で「セッション」

福井大学

福井県

公開講座 2014年01月09日 ZAKZAK

桜美林大学アカデミー 人気の食育学べる貴重な講座を提供

桜美林大学

東京都

公開講座 2014年01月09日 長野日報

小学生とアートで対話 旅するムサビ来月２０～２２日

武蔵野美術大学

長野県

公開講座 2014年01月10日 朝日新聞

山梨）県立美術館が大学生と企画展 親子でふれあい

山梨学院短期大学

山梨県

公開講座 2014年01月11日 下野新聞

宇大・終章学シンポ 豊かな未来デザインへ 高齢者に優しい学生養成

宇都宮大学

栃木県

公開講座 2014年01月13日 千葉日報

地域との連携目指す 千葉大でシンポジウム

千葉大学

千葉県

公開講座 2014年01月18日 讀賣新聞

学徒出陣心の叫び 立命大で戦争展

立命館大学

滋賀県

公開講座 2014年01月26日 佐賀新聞

地元の歴史調べ発表 キッズ歴史フォーラム

佐賀大学

佐賀県

公開講座 2014年01月26日 産業経済新聞

地域防災の人材育成を考える 県立大がシンポ 兵庫

兵庫県立大学

兵庫県

公開講座 2014年01月27日 産業経済新聞

【東京文化発信プロジェクト】市民が主体となり地域でつくるアートプロジェクト「東京アー
東京藝術大学
トポイント計画」

東京都

公開講座 2014年02月10日 讀賣新聞

カードゲームで避難所運営を体験…高知大生

高知大学

高知県

公開講座 2014年02月13日 西日本新聞

九州産業大学国際講演会 博物館における学びを考える

九州産業大学

福岡県

公開講座 2014年02月14日 ヨコハマ経済新聞 横浜ウォーカーが横浜を知る公開講座「横浜学」－関東学院大学とコラボ

関東学院大学

神奈川県

公開講座 2014年02月16日 日本海新聞

空き家問題 解決策探る 環境大が公開講座

鳥取環境大学

鳥取県

公開講座 2014年02月18日 讀賣新聞

昭和女子大、女性起業家育成カレッジ開校へ＿３月１日に記念講演会

昭和女子大学

東京都

公開講座 2014年02月20日 讀賣新聞

世界に通じるリーダー養成へ…東工大がシンポ＿３月１０日、東京・イイノホールで

東京工業大学

東京都

公開講座 2014年03月01日 大阪日日新聞

ハルカスに「スカイキャンパス」開設 大阪芸大

大阪芸術大学

大阪府

公開講座 2014年03月04日 紀伊民報

地域づくり学校最終回 来年度から和大が継続

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

産学連携 2013年12月21日 山形新聞

「地の拠点事業」を紹介・東北公益大 企業に協力を要請

東北公益文科大学

山形県

産学連携 2013年12月23日 秋田魁新報

秋田大がベンチャー認定制度 教員、学生の起業を支援

秋田大学

秋田県

産学連携 2013年12月24日 神奈川新聞

商店街に地元産木材で「プランターベンチ」／小田原

東海大学

神奈川県

産学連携 2013年12月24日 千葉日報

カーネーションゲノムを解読 世界初、品種改良に期待 かずさＤＮＡ

東京農工大学

千葉県

産学連携 2014年01月12日 茨城新聞

常磐大、企画考案から販売まで 水戸京成百貨店、販促イベント挑戦

常磐大学

茨城県

産学連携 2014年01月13日 朝日新聞

橋守る技、開発へ 東大阪の中小企業、大学・鉄道と連携

関西大学／近畿大学

大阪府

産学連携 2014年01月15日 讀賣新聞

農業大学校と菓子店タッグ、里芋スイーツ開発

徳島県立農林水産総合技術支援センタ 徳島県
ー農業大学校

理系人材、産学で育成 12大学が企業に2000人派遣＿技術革新力を底上げ

東京大学／京都大学／東京工業大学
／千葉大学／大阪大学／北海道大学
／東北大学／筑波大学／神戸大学／
九州大学／慶應義塾大学／早稲田大
学

産学連携 2014年01月22日 日本経済新聞

日本

産学連携 2014年01月24日 朝日新聞

福岡）北九州市立大院生がブランド酒 独自のこうじ使用

北九州市立大学

福岡県

産学連携 2014年01月24日 日本経済新聞

香川県、希少糖の専門サイト レシピ紹介や商品解説

香川大学

香川県

産学連携 2014年01月29日 讀賣新聞

魚醤、地ビール…福井県立大に発酵食品の拠点

福井県立大学

福井県

産学連携 2014年02月03日 讀賣新聞

紀伊国屋と共同事業…電子教科書導入で玉川大

玉川大学

東京都

産学連携 2014年02月15日 朝日新聞

福島）会津発「ふわもこ羊」、産学コラボで商品化

会津大学短期大学部

福島県

産学連携 2014年02月22日 朝日新聞

秋田）「銘菓に」 学生が新しいまんじゅう考案

秋田公立美術工芸短期大学

秋田県

産学連携 2014年02月22日 茨城新聞

湯苺で自慢の一品、阿見でスイーツフェア 3月末まで

茨城大学

茨城県

産学連携 2014年02月24日 産業経済新聞

六条大麦焼酎を開発、来春発売目指す 「金升酒造」と新潟薬科大が連携

新潟薬科大学

新潟県

産学連携 2014年02月26日 日本経済新聞

小田急電鉄、大学生企画の沿線モデルツアー 外国人観光客向け

文化学園大学

東京都／神奈川
県

産学連携 2014年03月04日 日刊工業新聞

立命館大、中小との連携強化－企業からの受託研究数１位

立命館大学

日本

産学連携 2014年03月05日 愛媛新聞

愛媛大が紙研究拠点を四国中央市に開設

愛媛大学

愛媛県

産学連携 2014年03月08日 朝日新聞

奈良）奈良女大生、釜石の洋菓子店とクッキーでコラボ

奈良女子大学

岩手県

産学連携 2014年03月15日 朝日新聞

兵庫）ケーキ・パン…和テイストで 女子学生ら提案

神戸女学院大学／関西学院大学／神
戸松蔭女子学院大学

兵庫県

