
新聞記事ネット情報（2014年03月16日～2014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 2014年03月17日 河北新報 次代の教員どう養成　宮教大で地域貢献の在り方議論 宮城教育大学 宮城県

社会貢献 2014年03月19日 南日本新聞 人材育成、地域おこしで連携　錦江町と鹿児島純心短大が協定 鹿児島純心女子短期大学 鹿児島県

社会貢献 2014年03月21日 茨城新聞 茨城町「歩く会」で桜巡り　魅力発見へ大学生提案 茨城大学 茨城県

社会貢献 2014年03月23日 西日本新聞 農業、環境、九州の政策立案　九大地域デザイナー養成講座、受講生募集 [福岡県] 九州大学 福岡県

社会貢献 2014年03月24日 讀賣新聞 「奈良」テーマに女子大生ら研究発表 奈良女子大学 奈良県

社会貢献 2014年03月31日 産業経済新聞 マンガ学部生が民話題材に大型紙芝居制作　聞き取りで１２作品　京都精華大 京都精華大学 京都府

社会貢献 2014年04月01日 朝日新聞 奈良）ひまわり栽培で被災地支援　大学生が協力呼びかけ 奈良教育大学 奈良県

社会貢献 2014年04月04日 福井新聞 地域と大学、活性へ思い共有　能登里山里海マイスター 金沢大学 石川県

社会貢献 2014年04月04日 福島民友新聞 地域づくりで連携　国見町と聖母短大が協定 桜の聖母短期大学 福島県

社会貢献 2014年04月24日 山形新聞 学生が見た起業の“ツボ”冊子に　東北公益大生が若手起業家を取材 東北公益文科大学 山形県

社会貢献 2014年04月25日 讀賣新聞 妊婦の栄養　ＬＩＮＥで助言　四国大新サービス 四国大学 徳島県

社会貢献 2014年04月25日 朝日新聞 大阪）地元飲食店に新入生を呼び込め　近大生＆ぐるなび 近畿大学 大阪府

社会貢献 2014年04月25日 日本農業新聞 香川の食材　学生いいね　女子栄養大学ランチフェア 女子栄養大学 香川県

社会貢献 2014年04月26日 朝日新聞 滋賀）県立大生の酒「できは抜群」　「湖風」県内３０店 滋賀県立大学 滋賀県

社会貢献 2014年04月26日 長崎新聞 長崎大が福島支援組織発足 長崎大学 福島県

社会貢献 2014年04月27日 讀賣新聞 昔の里山絵屏風に…住民と学生共同制作 関東学院大学 神奈川県

社会貢献 2014年05月02日 中日新聞 【愛知】熱田の魅力、アニメキャラに　名学院大生が考案 名古屋学院大学 愛知県

社会貢献 2014年05月03日 朝日新聞 高知）学生の発想で地域貢献　県立大「立志社中」手応え 高知県立大学 高知県

社会貢献 2014年05月03日 河北新報 ウメ樹勢回復に珪藻土　山形・真室川町に秋田大協力、実験 秋田大学 山形県

社会貢献 2014年05月05日 讀賣新聞 リニモ沿線多彩に　駅構内に学生アート 名古屋造形大学 愛知県

社会貢献 2014年05月07日 千葉日報 未来のまちづくりへ　語り合うフォーラム　千葉大と土気ＮＧＯ 千葉大学 千葉県

社会貢献 2014年05月09日 東京新聞 【千葉】浦安　備え着々　自立型集会所が完成　千葉工大と包括協定 千葉工業大学 千葉県

社会貢献 2014年05月09日 朝日新聞 高知）高知大が地域コーディネーター４人採用 高知大学 高知県



社会貢献 2014年05月11日 山形新聞 小中高生と一緒にみこし作り・舟形　東北芸工大生ら、地域交流の一環 東北芸術工科大学 山形県

社会貢献 2014年05月14日 朝日新聞 岐阜）岐阜大で酒造りプロジェクト　日本酒文化学ぶ 岐阜大学 岐阜県

社会貢献 2014年05月16日 山形新聞 南山形地区の方言、800語ネット公開　東北文教大短期大学部が調査 東北文教大学短期大学部 山形県

社会貢献 2014年05月21日 朝日新聞 秋田）県立大、地域貢献のネットジャーナル創刊 秋田県立大学 秋田県

社会貢献 2014年05月22日 荘内日報 天神祭ＰＲ　山形大農学部留学生が「化けもの」姿に 山形大学 山形県

社会貢献 2014年05月22日 福島民報 美術の力で産業後押し　東京造形大の院生が若松訪問 東京造形大学 福島県

社会貢献 2014年05月26日 東京新聞 【東京】立正大学　地元企業と商品開発研究　町おこしの現場経験 立正大学 東京都

社会貢献 2014年05月26日 毎日新聞 北九州商議所:市立大と地域活性化や人材育成で連携協定 北九州市立大学 福岡県

社会貢献 2014年05月28日 京都新聞 多面的に考える姿勢、大切　京都翔英高と大谷大連携 大谷大学 京都府

社会貢献 2014年05月30日 朝日新聞 岩手）しまもぐペンで復興支援　県立大生が企画 岩手県立大学 岩手県

社会貢献 2014年05月30日 朝日新聞 愛知）中部大、２年制のシニア大学開設へ 中部大学 愛知県

社会貢献 2014年05月31日 佐賀新聞 大学と自治体で中心市街地活性化を 佐賀大学／西九州大学 佐賀県

社会貢献 2014年06月02日 日本海新聞 知の拠点 在り方探る　鳥取大で地域連携シンポ 鳥取大学 鳥取県

社会貢献 2014年06月05日 讀賣新聞 島大生、地域防犯に協力 島根大学 島根県

社会貢献 2014年06月06日 岐阜新聞 県美術館の未来探る　岐阜大生、県職員と「地域対話」 岐阜大学 岐阜県

社会貢献 2014年06月07日 京都新聞 学生の漫画を施策推進力に　京都府と京都精華大が協定 京都精華大学 京都府

社会貢献 2014年06月07日 山形新聞
慶応大先端研のプロジェクトが経産省革新事業に採択　東北で唯一、地域産業の育成
と支援へ

慶應義塾大学 山形県

社会貢献 2014年06月08日 北國新聞 住民から方言聞き取り　富大生、砺波で合宿 富山大学 富山県

社会貢献 2014年06月11日 RBB TODAY りょうもう7市をPR……東武鉄道と東洋大による地域活性化 東洋大学 栃木県／群馬県

社会貢献 2014年06月12日 朝日新聞 栃木）フィリピノ語の中学教科単語帳　４言語目の完成 宇都宮大学 栃木県

社会貢献 2014年06月12日 室蘭民報 室工大が輪西商店街の空き店舗を活用し活性化後押し 室蘭工業大学 北海道

社会貢献 2014年06月13日 朝日新聞 大阪）池田の商店街を元気に　関学大・関大の学生が奮闘 関西学院大学／関西大学 大阪府

社会貢献 2014年06月13日 朝日新聞 山口）下関で上智大生が８月に「英語教室」　小中生対象 上智大学 山口県

社会貢献 2014年06月15日 高知新聞 高知大生らが食文化調査 高知大学 高知県



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 2014年03月21日 大阪日日新聞 公開講座、就活支援など　「ハルカス大学」スタート
大阪大谷大学／四天王寺大学／阪南
大学

大阪府

公開講座 2014年04月05日 日本経済新聞 大正大と豊島区、１年生に「豊島学」講座 大正産経 東京都

公開講座 2014年04月16日 西日本新聞 地域の防災リーダーを育成　鹿児島大が「防災士」養成の授業導入 鹿児島大学 鹿児島県

公開講座 2014年04月21日 朝日新聞 三重）めざせ健やかな高齢者　三重大学長が秘密を伝授 三重大学 三重県

公開講座 2014年04月21日 西宮経済新聞 甲南大CUBEで20回記念「ペチャクチャナイト」－地域で国際交流の場づくり 甲南大学 兵庫県

公開講座 2014年04月22日 産業経済新聞 キャリアデザイン学部で高校生対象に実際のゼミに参加できるオープンゼミ開催 法政大学 東京都

公開講座 2014年04月24日 ZAKZAK 専修大学エクステンションセンター　初心者大歓迎「イタリア語講座」 専修大学 神奈川県

公開講座 2014年04月29日 朝日新聞 青森）まちづくりで弘大生と意見交換　観光デザイン会議 弘前大学 青森県

公開講座 2014年05月02日 宮古毎日新聞 大学講座を宮古で受講／琉大サテライト開講 琉球大学 沖縄県

公開講座 2014年05月08日 讀賣新聞 フクシマ復興、東大で考える…５月１２日から 東京大学 東京都

公開講座 2014年05月09日 共同通信 現職教員向け公開土曜講座 「発達障害のある児童・生徒への理解と対応」開講 早稲田大学 東京都

公開講座 2014年05月11日 埼玉新聞 ゾウのふんからペーパー作り　文京学院大で環境教室 文京学院大学 埼玉県

公開講座 2014年05月15日 讀賣新聞 絵手紙の発信拠点開設　上武大 上武大学 群馬県

公開講座 2014年05月19日 朝日新聞 大阪）大正の道頓堀、ＣＧで「体感」　関西大が公開 関西大学 大阪府

公開講座 2014年05月22日 中日新聞 【三重】防災士目指す高、大生向けに集中講義　四日市大 四日市大学 三重県

公開講座 2014年05月29日 産業経済新聞 政策情報学部CUC公開講座「持続可能な地域づくりへの情報交流　－政策情報学のア
プローチ－」

千葉商科大学 千葉県

公開講座 2014年05月31日 産業経済新聞 【未来への羅針盤】中央大学寄附講座 中央大学 日本

公開講座 2014年05月31日 福島民友新聞 再生エネの人材育成　県、産総研、福島大など講座開講へ 福島大学 福島県

公開講座 2014年06月08日 北海道新聞 食品と農業、親子で学ぶ　「あぐり大学」札幌で開講 北海道大学 北海道

公開講座 2014年06月11日
日刊アメーバニュ
ース

【夏休み】中高リケジョ集まれ…筑波大学「サイエンス体験合宿」8/6-8 筑波大学 茨城県

公開講座 2014年06月12日 北海道新聞 室工大が８月にも輪西に活動拠点　ものづくり教室や公開講座 室蘭工業大学 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

産学連携 2014年03月21日 南日本新聞 養殖クロマグロの稚魚用飼料を開発　鹿大・横山助教研究Ｇ 鹿児島大学 鹿児島県／山口
県

産学連携 2014年03月25日 朝日新聞 滋賀）滋賀大生が共同開発のふくさが卒業記念品に 滋賀大学 滋賀県



産学連携 2014年03月26日 四国新聞 産業振興へ連携／香川短大とかがわ産業支援財団 香川短期大学 香川県

産学連携 2014年03月28日 日本経済新聞 愛媛大、高機能紙の開発拠点を新設 愛媛大学 愛媛県

産学連携 2014年04月01日 日刊工業新聞 神戸大など産学グループ、兵庫・南あわじ市で直流電力供給の実証スタート
神戸大学／立命館大学／大阪市立大
学

兵庫県

産学連携 2014年04月02日 毎日新聞 巻きずし:具材は九州郷土料理　別府短大の育ドル娘開発 別府大学短期大学部 大分県／熊本県

産学連携 2014年04月04日 大阪日日新聞 女子大生視点で街の魅力発掘　ドラマと冊子で紹介 武庫川女子大学 兵庫県

産学連携 2014年04月04日 千葉日報 学生証に「ＷＡＯＮ」　全国初、イオンと「産学連携」　神田外大 神田外語大学 千葉県

産学連携 2014年04月09日 十勝毎日新聞 畜大乳製品工場 最高水準の食品安全規格認証 帯広畜産大学 北海道

産学連携 2014年04月11日 京都新聞 京都府北部振興・連携へ拠点　京都工繊大、綾部に設置 京都工芸繊維大学 京都府

産学連携 2014年04月21日 産業経済新聞 「東大発」事業の研究推進　柏に産学連携の拠点施設 東京大学 千葉県

産学連携 2014年04月23日 日本経済新聞 秋田大など産学官、小型観測ロケットを開発 秋田大学 秋田県

産学連携 2014年04月24日 産業経済新聞 創造的都市型産業集積創出助成事業＜東京都の産業集積・創出事業＞ 東京電機大学 東京都

産学連携 2014年04月24日 山陽新聞 岡山大と連携し新技術・産業創出　産学研究推進へ経済同友会協定 岡山大学 岡山県

産学連携 2014年04月24日 日本経済新聞 岡山経済同友会と岡山大、研究成果の実用化推進で協定 岡山大学 岡山県

産学連携 2014年04月25日 室蘭民報 室工大と企業が意見交換、地元就職へ情報を共有 室蘭工業大学 北海道

産学連携 2014年05月02日 北國新聞 兼六園観光協と北陸大が連携　学生が案内 北陸大学 石川県

産学連携 2014年05月05日 福島民報 開けやすいガラス瓶開発　二本松の柏洋硝子 芝浦工業大学 日本

産学連携 2014年05月08日 南日本新聞 シラスコンクリ活躍　鹿児島県発注工事 鹿児島大学 鹿児島県

産学連携 2014年05月13日 神戸新聞 ゼミ教官は現役社員 関学経済学部「次世代担う人材を」 関西学院大学 兵庫県

産学連携 2014年05月16日 讀賣新聞 南高梅のもち菓子…近大マグロだけじゃない 近畿大学 和歌山県

産学連携 2014年05月16日 山陰新聞 「つくばを日本のシリコンバレーに」　筑波大が本腰、若手起業家育成サマーキャンプ 筑波大学 茨城県

産学連携 2014年05月18日 RBB TODAY 女子大生とコラボした、『野菜を効率よく摂取できるランチメニュー』 女子栄養大学 日本

産学連携 2014年05月20日 日本経済新聞 埼玉県と埼玉大、先端３分野で産学連携 埼玉大学 埼玉県

産学連携 2014年05月26日 日刊スポーツ新
聞

Ｊリーグが立命館と業務提携合意 立命館大学 大阪府

産学連携 2014年05月26日 毎日新聞 北九州商議所:市立大と地域活性化や人材育成で連携協定 北九州市立大学 福岡県

産学連携 2014年05月27日 紀伊民報 食事を気にせず旅行を　アレルギー対応ツアー企画 和歌山大学 和歌山県



産学連携 2014年05月29日 岩手日日新聞 プレス部門で栄冠 岩手大 岩手大学 岩手県

産学連携 2014年05月30日 日刊工業新聞 大阪工大、生活支援ロボ研究へ産学連携組織を設立
大阪工業大学／摂南大学／広島国際
大学

大阪府

産学連携 2014年06月03日 日刊工業新聞 九大、強蛍光性色素の実用化にめど－生体可視化ツールに 九州大学 福岡県

産学連携 2014年06月04日 RBB TODAY 名城大学とNTT西、“ICTスマート大学”の実現に向け連携 名城大学 愛知県

産学連携 2014年06月12日 大阪日日新聞 グローバル人材育成へ　共同研究覚書締結 大阪教育大学 世界


