
新聞記事ネット情報（2013年09月16日～2013年12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09月16日 朝日新聞 明治大生、定住ＰＲに一役　青森・西目屋でビデオ作り 明治大学 青森県

社会貢献 2013年09月17日 産業経済新聞 「旧新村駅舎保存を」　松本大と住民、連携協定　長野 松本大学 長野県

社会貢献 2013年09月18日 高知新聞 平山地区の課題把握へ　県大生が戸別訪問し調査 高知県立大学 高知県

社会貢献 2013年09月18日 琉球新報 へき地教育学ぶ　沖大生、北国小で交流 沖縄大学 沖縄県

社会貢献 2013年09月20日 荘内日報 遊佐の水　魅力伝えたい　岩手の学生エリアマップ製作へ 岩手県立大学盛岡短期大学部 岩手県

社会貢献 2013年09月20日 毎日新聞
滋賀大スクエア:地域活性化へ学生と住民が連携　農産物販売や受験の報告も??あす・
彦根　／滋賀

滋賀大学 滋賀県

社会貢献 2013年09月21日 北國新聞 能登の里山保全へ「大学の森」　東洋大生が間伐 東洋大学 石川県

社会貢献 2013年09月21日 日本海新聞 学外利用者にも好評　鳥取環境大「英語村」 鳥取環境大学 鳥取県

社会貢献 2013年09月22日 京都新聞 上賀茂神社と地域つないだ　京産大生「観月まつり」の企画盛況 京都産業大学 京都府

社会貢献 2013年09月25日 陸奥新報 土手町の達人巡る街歩き／弘大生がツアー 弘前大学 青森県

社会貢献 2013年09月25日 八重山毎日新聞 「将来の夢を描いて」　琉大生が特別授業 琉球大学 沖縄県

社会貢献 2013年09月27日 朝日新聞 学生目線で中之条発信　群馬県立女子大の８人 群馬県立女子大学 群馬県

社会貢献 2013年09月28日 山陰中央新報 １０年目の「１０００時間体験学修」／教師としての「知恵」育む 島根大学 島根県／鳥取県

社会貢献 2013年10月01日 秋田魁新報 秋田大の「男鹿なまはげ分校」開校　地域貢献活動の拠点 秋田大学 秋田県

社会貢献 2013年10月03日 山形新聞 公益大と酒田光陵高、合同でリーダー育成　第１弾、遊佐で魅力探索 東北公益文科大学 山形県

社会貢献 2013年10月04日 讀賣新聞 お遍路オシャレ装束…松山の専門学校生 河原デザイン・アート専門学校 愛媛県

社会貢献 2013年10月04日 紀伊民報 大学と交流で農産物ＰＲ　コラボキッチン「若い世代の梅ファンを」　みなべ 神戸女子大学 和歌山県

社会貢献 2013年10月05日 讀賣新聞 復興支援の洋菓子…中京大生と老舗開発 中京大学／岩手大学 愛知県／岩手県

社会貢献 2013年10月06日 神奈川新聞 市民と行政の協働事業を審査　東海大生らも企画提案／平塚 東海大学 神奈川県

社会貢献 2013年10月07日 朝日新聞 児童と筑波大生、「理想の街」作り　福島・土湯小 筑波大学 福島県

社会貢献 2013年10月07日 岩手日日新聞 復興学習を必修化 岩大・人材育成プロジェクト 岩手大学 岩手県



社会貢献 2013年10月08日 讀賣新聞 新製品「旨米」うまいぞ！…新潟の学生丹精 新潟県農業大学校／新潟デザイン専門
学校

新潟県

社会貢献 2013年10月08日 北海道新聞 旭川短大生考案のスイーツ販売　１３、１４日にＳＯＲＡマルシェで 旭川大学短期大学部 北海道

社会貢献 2013年10月09日 毎日新聞 宮崎大:文科省の「地（知）の拠点」採択　農業軸に地域振興の人材養成 宮崎大学 宮崎県

社会貢献 2013年10月13日 神奈川新聞 鶴見大生が防犯パトロール隊発足　青色回転灯付き車両で地域巡回／横浜 鶴見大学 神奈川県

社会貢献 2013年10月14日 産業経済新聞 栄養学学ぶ大学生がレシピ開発　地域の健康な「食」に貢献 神奈川県立保健福祉大学 神奈川県

社会貢献 2013年10月15日 朝日新聞 高知県立大の知、地元に百人力　「貢献へ仕組み作り」 高知県立大学 高知県

社会貢献 2013年10月15日 神戸新聞 播磨学研究所が２５周年　市民向け講座や研究幅広く 兵庫県立大学 兵庫県

社会貢献 2013年10月18日 朝日新聞 方言かるた、いい感じ　前橋国際大の学生ら作製 共愛学園前橋国際大学 群馬県

社会貢献 2013年10月20日 讀賣新聞 山頭火に着想自由な絵本　京都市立芸大生 京都市立芸術大学 京都府

社会貢献 2013年10月22日 大阪日日新聞 “近大化”で商店街元気に　ネット活用し来店促進 近畿大学 大阪府

社会貢献 2013年10月23日 西日本新聞 福島支援、教育でも　長崎大、学生を現地派遣へ [長崎県] 長崎大学 福島県

社会貢献 2013年10月30日 産業経済新聞 村と大学がコラボで観光！　商品第１弾は日帰りツアー　大阪・千早赤阪村と阪南大 阪南大学 大阪府

社会貢献 2013年10月31日 朝日新聞 「帰村」真の意味知る　福島大生が聞いた村民の声 福島大学 福島県

社会貢献 2013年11月01日 北國新聞 パン運ぶ「機関車」運行　親子と美大生、共同制作　金沢市教育プラザ富樫 金沢美術工芸大学 石川県

社会貢献 2013年11月05日 朝日新聞 言葉の壁越え、進学応援　宇都宮大、外国籍の子らへ案内 宇都宮大学 栃木県

社会貢献 2013年11月05日 朝日新聞 文化を生む「よそ者との交流」　東京の学生が地域振興 青山学院大学 山形県

社会貢献 2013年11月11日 大分合同新聞 食を通じて地域おこし　とり天新レシピ開発 別府溝部学園短期大学 大分県

社会貢献 2013年11月12日 秋田魁新報 教養大の経済効果は年間４０億円　秋田経済研試算 国際教養大学 秋田県

社会貢献 2013年11月13日 讀賣新聞 「まちづくりの課題克服」斑鳩町と畿央大連携 畿央大学 奈良県

社会貢献 2013年11月18日 讀賣新聞 「商店街の力結集」大学生が結婚式企画 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2013年11月18日 山陰中央新報 広島文教女子大生が雲南視察 広島文教女子大学 島根県

社会貢献 2013年11月19日 千葉日報 地域課題解決へ新組織　美浜に初サテライトも　千葉大西千葉キャンパス 千葉大学 千葉県

社会貢献 2013年11月21日 四国新聞 地域の発展後押し／四国学院大が連携拠点を開設 四国学院大学 香川県

社会貢献 2013年11月21日 福島民報 復興へ定期的に協議　日大工学部と郡山市 日本大学 福島県



社会貢献 2013年11月22日 南日本新聞 鹿児島大水産学部生が「騎射場ブリ祭」企画　飲食店と連携し地区活性化へ 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2013年11月23日 朝日新聞 地域寄り添い、学生模索　名古屋芸術大生が映像制作 名古屋芸術大学 愛知県

社会貢献 2013年11月25日 島根日日新聞社 集落活性に女性のアイデア／県立大との交流に活路／佐田町吉野 島根県立大学 島根県

社会貢献 2013年11月29日 讀賣新聞 原発避難区域の町作り　東大院生ら聞き取り 東京大学 福島県

社会貢献 2013年12月03日 讀賣新聞 「いんごろもち」って何？短大生が近江弁探し びわこ学院大学短期大学部 滋賀県

社会貢献 2013年12月03日 京都新聞 危険箇所・避難先地図に　滋大生、彦根の学校周辺を調査開始 滋賀大学 滋賀県

社会貢献 2013年12月05日 北國新聞 金沢工大生がアパート「再建」　１１物件、入居率アップ 金沢工業大学 石川県

社会貢献 2013年12月06日 大分合同新聞 温泉コンシェルジュ養成　別府溝部短大 別府溝部学園短期大学 大分県

社会貢献 2013年12月06日 日本経済新聞 香川県と女子栄養大、食・健康で連携協定　地産品メニュー開発 女子栄養大学 香川県

社会貢献 2013年12月12日 佐賀新聞 お年寄りと「買い物デート」　西九州大生 西九州大学 佐賀県

社会貢献 2013年12月12日 千葉日報 「松戸に貢献」必修科目に　行政や企業と連携へ　来年４月から聖徳短大 聖徳大学短期大学部 千葉県

社会貢献 2013年12月13日 讀賣新聞 修学旅行は農家に泊まって…山梨県立大に研究会 山梨県立大学 山梨県

社会貢献 2013年12月14日 東京新聞 【東京】ウェブでＰＲ　国分寺物語　東京経済大生　サイトを運営 東京経済大学 東京都

社会貢献 2013年12月14日 朝日新聞 大学と地域、連携に活路　佐賀県内、動き相次ぐ 佐賀女子短期大学／佐賀大学／西九
州大学

佐賀県

社会貢献 2013年12月15日 神奈川新聞 「環境未来都市」実現を、横浜市大の市連携事業　地域再生へ文科省が支援／神奈川 横浜市立大学 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

公開講座 2013年09月29日 河北新報 東北工大一番町ロビー　開設１０年１１万人「知」満喫 東北工業大学 宮城県

公開講座 2013年09月30日 中日新聞 【富山】科学の楽しさ 大学生に学ぶ　富山大でフェス 富山大学 富山県

公開講座 2013年10月08日
トラベルニュース
at

跡見学園女子大学で「人物観光」講座　参加者を募集／東京 跡見学園女子大学 東京都

公開講座 2013年10月11日 日本経済新聞 再就職へ大学で学び直し　女性の人生「新たな一歩」 関西学院大学／日本女子大学 日本

公開講座 2013年10月16日 山口新聞 組曲「香月泰男」２０日に防府で　山口芸短生が再演 山口芸術短期大学 山口県

公開講座 2013年10月17日 ZAKZAK 中央大学クレセント・アカデミー　スポーツとＩＴ講座が充実！ 中央大学 東京都

公開講座 2013年10月19日 毎日新聞 鑑真:没後１２５０年記念、公開講座　２６日、奈良芸術短大で??橿原　／奈良 奈良芸術短期大学 奈良県



公開講座 2013年10月20日 朝日新聞 桜島観測坑道など探検　鹿児島で京大がツアー 京都大学 鹿児島県

公開講座 2013年10月24日 港北経済新聞 東京都市大学で「地域アーカイブ」テーマに大学連携シンポジウム 東京都市大学 神奈川県

公開講座 2013年10月25日 山梨日日新聞 富士山、甲府振興に活用　あす県立大　公開講座で考える 山梨県立大学 山梨県

公開講座 2013年10月27日 中日新聞 地域活性へ若い知恵を　先端大で講座　経済、観光など議論 北陸先端科学技術大学院大学 石川県

公開講座 2013年10月31日 ZAKZAK 聖徳大学オープン・アカデミー　キッチンスタジオで豊富な料理講座 聖徳大学 千葉県

公開講座 2013年11月07日 ZAKZAK 大東文化大学地域連携センター　中国関連の講座に強み 大東文化大学 東京都／埼玉県

公開講座 2013年11月07日 京都新聞 嵐山復旧、いけばなでＰＲ　嵯峨芸大生が右京で展示 京都嵯峨芸術大学 京都府

公開講座 2013年11月09日 京都新聞 定期航路開設し日韓交流を　成美大でシンポ 成美大学 京都府

公開講座 2013年11月09日 産業経済新聞 棚田、未来へ受け継ごう　和歌山・有田川町で全国サミット 和歌山大学 和歌山県

公開講座 2013年11月09日 山陽新聞 学生のまちづくり参加で意見交換   岡山大で金沢と熊本３市シンポ 岡山大学／金沢大学／熊本大学 岡山県

公開講座 2013年11月17日 釧路新聞 地域資源を語る／釧路で道東文化塾 釧路短期大学 北海道

公開講座 2013年11月18日 讀賣新聞 街並みも変えた遷宮…お膝元の２大学がシンポ 三重大学／皇學館大学 三重県

公開講座 2013年11月20日 荘内日報 科学って楽しい!!　親子連れが体験教室 山形大学／鶴岡工業高等専門学校 山形県

公開講座 2013年11月20日 苫小牧民報 厚真のまちづくりで提案　札幌市大大学院デザイン研究科 札幌市立大学 北海道

公開講座 2013年11月22日 神戸新聞 神戸大、東北大、岩手大が参加　大学の役割考える災害シンポ 神戸大学／東北大学／岩手大学 兵庫県

公開講座 2013年12月08日 埼玉新聞 都内で福島の復興支援呼び掛け　十文字女子大生、双葉町民ら 十文字学園女子大学 東京都

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09月18日 讀賣新聞 廃校体育館でレタス水耕栽培…兵庫で産官学連携 関西学院大学 兵庫県

産学連携 2013年09月18日 讀賣新聞 麦みそ、へんろ寿司　短大生が売れるデザイン…香川でコラボ 香川短期大学 香川県

産学連携 2013年09月24日 讀賣新聞 人口減少、高齢化　地域課題を官学共同研究…長崎・平戸 長崎県立大学／長崎国際大学 長崎県

産学連携 2013年09月30日 山口新聞 観光資源の活用探る　岩国市、ＡＮＡ総研、早大連携 早稲田大学 山口県

産学連携 2013年10月24日 信濃毎日新聞 伊那谷の農林業など産学官連携へ　信大農学部中心に機構発足 信州大学 長野県

産学連携 2013年11月01日 河北新報 通信拠点車、災害時に発進へ　東北大などが研究 東北大学 宮城県

産学連携 2013年11月09日 岩手日報 宮古の観光振興へ3者スクラム　産学公が連携協定 岩手県立大学 岩手県



産学連携 2013年11月09日 日本経済新聞 京都市に化学研究拠点、産学官連携で新事業創出 京都大学／京都工芸繊維大学 京都府

産学連携 2013年11月11日 千葉日報 “千産千商”逸品ずらり　学生ら開発プリンも人気　松戸・聖徳大で食品直売会 聖徳大学 千葉県

産学連携 2013年11月13日 長野日報 企業支援へ産学連携　諏訪信金と諏訪東理大　協定を締結 諏訪東京理科大学 長野県

産学連携 2013年11月16日 長野日報 新・松本駅弁が完成　松本大生・農協・業者が連携 松本大学 長野県

産学連携 2013年11月25日 日刊工業新聞 芝浦工大、龍泉洞を無人で潜水測量－産学連携で探査機開発 芝浦工業大学 岩手県／東京都

産学連携 2013年11月27日 北國新聞 金時草でサプリ　金大、産学連携で開発 金沢大学 石川県

産学連携 2013年12月02日 大阪日日新聞 なんば発 企画展　大阪芸大と南海電鉄が提携 大阪芸術大学 大阪府

産学連携 2013年12月10日 讀賣新聞 銀行と短大がタッグ、女性の活躍支援…岐阜 大垣女子短期大学 岐阜県

産学連携 2013年12月11日 日刊工業新聞
大阪市大複合先端研究機構、産学連携で水素研究－人工光合成活用した発生装置開
発

大阪市立大学 大阪府

産学連携 2013年12月14日 朝日新聞 奈良女子大生と限定メニュー　奈良交通 奈良女子大学 奈良県


