
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06月18日 岩手日報 県内5コースで地域づくり体感を　県立大が育成事業 岩手県立大学 岩手県

社会貢献 2014年06月19日 朝日新聞 群馬）高崎商科大が富岡サテライト、製糸場近くで学ぶ 高崎商科大学 群馬県

社会貢献 2014年06月19日 岩手日日新聞 生涯教育で研究契約　岩手大と金ケ崎町　機会提供など４項目 岩手大学 岩手県

社会貢献 2014年06月20日 河北新報 石巻市と東北大、車での避難状況再現　渋滞緩和策の効果検証へ 東北大学 宮城県

社会貢献 2014年06月24日 讀賣新聞 北島町ＨＰ刷新　学生がアイデア 四国大学 徳島県

社会貢献 2014年06月26日 四国新聞 学生目線で産直市／香川大大学院生、三豊で２９日 香川大学 香川県

社会貢献 2014年06月27日
クリスチャントゥデ
イ

ルーテル学院大学、調布市と協定締結　市川学事顧問「今まで果たしてきた社会貢献
をより強めていきたい」

ルーテル学院大学 東京都

社会貢献 2014年06月30日 河北新報 美里の未来に若い発想　宮城大生対象、まちづくり案募集 宮城大学 宮城県

社会貢献 2014年07月01日 日本経済新聞 千葉市、東大とビッグデータで共同研究 東京大学 千葉県

社会貢献 2014年07月03日 産業経済新聞 奈良女子大の学生らのアイデア生かし県南部活性化事業スタート 奈良女子大学 奈良県

社会貢献 2014年07月03日 福島民報 手形の桜キャンバスに咲く　いわき明星大が楢葉の児童と連携授業 いわき明星大学 福島県

社会貢献 2014年07月04日 北國新聞 外国人目線で誘客動画　金沢学院大生が撮影
金沢学院大学／金沢学院短期大学／
北陸先端科学技術大学院大学／金沢
美術工芸大学

石川県

社会貢献 2014年07月04日 神戸新聞 阪神・淡路を知らない学生へ　神戸・長田に震災学習拠点 神戸大学 兵庫県

社会貢献 2014年07月04日
二子玉川経済新
聞

祖師谷で「ウルトラマンの日」夏祭り-日大商学部コラボ、ご当地アイドルも 日本大学 東京都

社会貢献 2014年07月05日 東京新聞 【東京】帝京大八王子キャンパス　図書館の日曜開館始まる 帝京大学 東京都

社会貢献 2014年07月05日 東京新聞 【千葉】聖徳大が埼玉・八潮市と協定　教育で連携、資源活用 聖徳大学 千葉県

社会貢献 2014年07月05日 中日新聞 【富山】オープンデータ活用案　食や観光 南砺市に県立大生 富山県立大学 富山県

社会貢献 2014年07月15日 神戸新聞 生き物育む農法へ調査　神戸大、篠山市や地元高校と連携 神戸大学 兵庫県

社会貢献 2014年07月15日 苫小牧民報 農作業を手伝い半端野菜を販売へ　苫小牧駒大の学生が社会体験 苫小牧駒澤大学 北海道

社会貢献 2014年07月26日 日本農業新聞 若者の発想吸収　「市場開拓」題材に発表会　地元大学と連携　神奈川・ＪＡいせはら 産業能率大学 神奈川県

新聞記事ネット情報（2014年06月16日～2014年09月15日）



社会貢献 2014年07月28日 伊勢新聞 町の新しい拠点のデザインを募集　すさみ町と摂南大学 摂南大学 和歌山県

社会貢献 2014年07月28日 共同通信 スタレビ、福島大に義援金3891万円寄付　元手に子ども支援基金設立 福島大学 福島県

社会貢献 2014年07月29日 東京新聞 【埼玉】まちづくりなど連携　東洋大と鶴ケ島市が協定 東洋大学 埼玉県

社会貢献 2014年08月05日 東京新聞 【神奈川】明大生、三浦市を活性化　市長に野外研究計画報告 明治大学 神奈川県

社会貢献 2014年08月05日 朝日新聞 岩手）宮古市とボランティア交流　青山女子短大が協定 青山学院女子短期大学 岩手県

社会貢献 2014年08月05日 宇部日報 早稲田大学生が提言に向け宇部市視察 早稲田大学 山口県

社会貢献 2014年08月05日 下野新聞 異文化コミュニケーション学部が豊島区と新たな地域連携プログラムを開始 立教大学 東京都

社会貢献 2014年08月07日 岩手日日新聞 岩大生が事業所見学　北上　若手市職員と意見交換も 岩手大学 岩手県

社会貢献 2014年08月07日 タウンニュース 区と鶴大が包括協定 社会＿防災など６事項で連携 鶴見大学 神奈川県

社会貢献 2014年08月07日 毎日新聞
＠大学:武蔵大が高校生に図書館開放　夏休み、勉強しませんか　６５万冊の本や雑誌
など所蔵　／東京

武蔵大学 東京都

社会貢献 2014年08月08日 朝日新聞 埼玉）高齢化進む県営団地に若者を　県と２大学連携へ 聖学院大学／ものつくり大学 埼玉県

社会貢献 2014年08月08日 奈良新聞 大和野菜を味わって - ならコープと帝塚山大連携 帝塚山大学 奈良県

社会貢献 2014年08月13日 岩手日報 世界の大学生、遠野に集う　地元高校生と交流深める 東京大学 岩手県

社会貢献 2014年08月28日 埼玉新聞 “リケジョ”７２人が体験学習　ＳＳＨ指定の６女子高と２大学が連携 お茶の水女子大学／東京大学 日本

社会貢献 2014年08月29日 佐賀新聞 北方中出身の大学生ら１１人が後輩の授業支援
佐賀大学／嬉野医療センター付属看護
学校

佐賀県

社会貢献 2014年08月29日 北海道新聞 東工大生、江別・大麻地区のまちづくり提言 東京工業大学 北海道

社会貢献 2014年08月30日 朝日新聞 滋賀）南三陸で「海の運動会」開催　県立大学生らが企画 滋賀県立大学 宮城県

社会貢献 2014年08月30日 タウンニュース 大井町＿昭和女子大と連携＿「若い女性の視点」まちづくりに 昭和女子大学 神奈川県

社会貢献 2014年08月31日 岩手日報 沿岸菓子、全国の大学祭で販売　5品を詰め合わせ 岩手県立大学／盛岡大学 岩手県

社会貢献 2014年09月02日 京都新聞 龍大生と住民がランチメニュー考案　京都・伏見の交流サロン 龍谷大学 京都府

社会貢献 2014年09月03日 福島民報 除染など技術支援へ連携協定　日大工学部と本宮市が締結 日本大学 福島県

社会貢献 2014年09月06日 産業経済新聞 広島経済大学の学生ら土砂災害復旧に汗「身近な人たち助けたい」 広島経済大学 広島県

社会貢献 2014年09月06日 日本農業新聞 産学で地域発展　女子短大と連携協定　ＪＡグループ鹿児島 鹿児島女子短期大学 鹿児島県

社会貢献 2014年09月06日 毎日新聞 ＠大学:国学院ハチミツ人気　学生が養蜂、料理教室も　／東京 國學院大学 神奈川県



社会貢献 2014年09月09日 朝日新聞 京都）丹後ちりめんの製品開発　女子大生が成果発表 女子美術大学短期大学部 京都府

社会貢献 2014年09月09日 岩手日報 復興支援で見えた課題　富士大生、知事と意見交換 富士大学 岩手県

社会貢献 2014年09月10日 讀賣新聞 学生地域リーダー養成へ くらしき作陽大学／倉敷芸術科学大学 岡山県

社会貢献 2014年09月13日 京都新聞 高齢地域、映画で活気を　京都造形芸大生が綾部で上映会 京都造形芸術大学 京都府

社会貢献 2014年09月13日 京都新聞 大学生が起業体験、商店街にカフェ開店　京都 佛教大学 京都府

社会貢献 2014年09月15日 弘前経済新聞 弘前大学、学生を対象にした「地域参加と学び」の研究成果報告 弘前大学 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 2014年06月19日 讀賣新聞 世界の遺跡発掘状況学ぶ…金大市民講座 金沢大学 石川県

公開講座 2014年06月19日 讀賣新聞 世界の遺跡発掘状況学ぶ…金大市民講座 金沢大学 石川県

公開講座 2014年06月20日 大分合同新聞 一緒に遊ぼうよ！　来月１２日「わんぱく子ども夏まつり」 別府大学短期大学部 大分県

公開講座 2014年06月25日 毎日新聞 市民防災大学:来月１９日から　神戸学院大　／兵庫 神戸学院大学 兵庫県

公開講座 2014年06月26日 ZAKZAK 日本女子大学生涯学習センター　女性の再就職支援する課程で注目 日本女子大学
東京都／神奈川
県

公開講座 2014年06月26日 共同通信
COI-T「感性に基づく個別化循環型社会の創造」シンポジウム「創造的生活者」を７月１
１日（金）に開催

明治大学 東京都

公開講座 2014年06月30日 朝日新聞 岐阜）「ママ大学」で子育て勉強中　講義で不安解消 大垣女子短期大学 岐阜県

公開講座 2014年07月02日 盛岡経済新聞 夏休みに大学で学ぼう－岩手大学が小中高生向け「サイエンス講座」開講 岩手大学 岩手県

公開講座 2014年07月03日 産業経済新聞
平成26年度東京大学市民後見人養成講座(第7期)の講師陣が決定！成年後見制度の
第一人者や、一線で活躍する実務家など一流講師陣が多数登壇 成年後見制度や後
見実務などについて総合的に学べる充実のプログラム

東京大学 東京都

公開講座 2014年07月04日 産業経済新聞
人間社会学部がシンポジウム開催「人にやさしい社会づくり～これからの社会で必要と
される学びとは～」

千葉商科大学 千葉県

公開講座 2014年07月05日 朝日新聞 卵落として、創造性の殻破れ　たまご落としコン拡大中 東京大学 東京都

公開講座 2014年07月07日 愛媛新聞 地域再生させ豊かな郷土を　愛媛大で「シニア塾」 愛媛大学 愛媛県

公開講座 2014年07月09日 ICT教育ニュース 上智大学とチエル／高校教師対象に無料CALLセミナーを25日開催 上智大学 東京都

公開講座 2014年07月15日 産業経済新聞
震災復興支援 特別展覧会「明治大学コレクションの世界」を岩手県大船渡市で7月26
日～8月31日に開催

明治大学 岩手県



公開講座 2014年07月20日 徳島新聞 命綱の結び方指導　徳大など、防災・危機管理実習 徳島大学／香川大学 徳島県

公開講座 2014年07月20日 毎日新聞
南海地震・備える:学生と住民「共助」の関係　高知大で防災イベント　講演会や炊き出
し体験　／高知

高知大学 高知県

公開講座 2014年07月22日 紀伊民報 大規模土砂災害対策でシンポ
北海道大学／三重大学／京都大学／
和歌山大学

和歌山県

公開講座 2014年07月25日 神戸新聞 地域課題の解決探る　神戸大と本紙が協定記念シンポ 神戸大学 兵庫県

公開講座 2014年07月27日 東海新報 明治大コレクション展始まる　貴重な資料１８０点並ぶ 明治大学 岩手県

公開講座 2014年07月31日 ZAKZAK
【大学で学ぼう】早稲田大学エクステンションセンター八丁堀校　廃校になった小学校の
校舎を活用

早稲田大学 東京都

公開講座 2014年08月08日 ICT教育ニュース 大学／iPadなどを授業に活用する実践公開講座を30日開催 宮城教育大学 宮城県

公開講座 2014年08月08日 讀賣新聞 大熊中生に勉強指導…会津大生ら 会津大学 福島県

公開講座 2014年08月12日 毎日新聞 公開講座:放射線ってどんなもの？　鹿児島大で、小中学生３０人が学ぶ　／鹿児島 鹿児島大学 鹿児島県

公開講座 2014年08月21日 愛媛新聞 愛媛大と松山市が連携　防災士養成講座 愛媛大学 愛媛県

公開講座 2014年08月26日 朝日新聞 群馬）群大、ハンセン病の語り部養成へ市民講座 群馬大学 群馬県

公開講座 2014年08月30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 東京都

公開講座 2014年09月01日 河北新報 被災地の課題学ぶ公開講座１９日から・宮教大 宮城教育大学 宮城県

公開講座 2014年09月01日 産業経済新聞 虎ノ門で学ぶ。90分で自身のビジネス力を知る。 ～6 thinking講座 金沢工業大学 東京都

公開講座 2014年09月03日 毎日新聞
カウンセラー養成講座:市民向け、受講生を募集　来月から６回??野々市市と金沢工業
大　／石川

金沢工業大学 石川県

公開講座 2014年09月06日 讀賣新聞 鹿児島大生が小学校で出前授業 鹿児島大学 鹿児島県

公開講座 2014年09月09日 朝日新聞 山形）ものづくり、シニアを指南役に　山形大が養成講座 山形大学 山形県

公開講座 2014年09月09日 毎日新聞 全国国立大研究会シンポ:生涯学習の振興協議　鳥大で取り組み報告　／鳥取 鳥取大学 鳥取県

公開講座 2014年09月11日 陸奥新報 弘前で未来創生塾スタート 弘前大学 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

産学連携 2014年06月19日 河北新報 「クモ糸繊維」産業化へ産学官、金融連携　山形県、集積会議設立 慶應義塾大学／山形県 山形県

産学連携 2014年06月24日 金沢経済新聞 金沢美大、産学連携でデジタル雑誌アプリ「kanavi」配信－美大生ならではの視点で 金沢美術工芸大学 石川県

産学連携 2014年06月25日 日本経済新聞 松山の街づくり、産学官連携　まず中心商店街に広場 愛媛大学 愛媛県

産学連携 2014年06月27日 毎日新聞
東日本大震災:産学官、連携で干物　復興を久慈から後押し　水産加工販売会社、岩手
大と市が開発　／岩手

岩手大学 岩手県

産学連携 2014年07月02日 産業経済新聞 山形大発ベンチャーに山形銀ファンドが投資 山形大学 山形県

産学連携 2014年07月02日 四国新聞 水問題の解決、産学官で考える／高松でシンポ 香川大学 香川県

産学連携 2014年07月04日 讀賣新聞 イヌワシ保護へ産学官連携 山形大学 山形県

産学連携 2014年07月08日 東京新聞 【群馬】経済活性化へタッグ　前橋で推進会議　産学官と金融一堂に 群馬大学／前橋工科大学 群馬県

産学連携 2014年07月08日 北海道新聞 「黒ごぼう」に健康機能性確認　弘前大など 弘前大学 青森県

産学連携 2014年07月11日 苫小牧民報 まちの発展へ官学スクラム　千歳科技大と市が包括連携協定 千歳科学技術大学 北海道

産学連携 2014年07月15日 産業経済新聞 東北新社×日本大学藝術学部 産学協同講座を開設 日本大学 東京都

産学連携 2014年07月16日 日本経済新聞 京大、日本食に科学のメス　おいしさ・健康秘密探る 京都大学 日本

産学連携 2014年07月24日 財経新聞
関西大学と「タイムズカープラス」 男山団地「だんだんテラス」にてカーシェアリングの社
会実験を開始

関西大学 京都府

産学連携 2014年07月28日 日刊工業新聞 建設・住宅危険地域を安全に調査－大林組、遠隔操縦の災害対応ロボ開発に着手 慶應義塾大学／千葉工業大学 日本

産学連携 2014年07月31日 日刊工業新聞 沖縄科技大、初のベンチャー設立－分子構造可視化技術でたんぱく質受託解析 沖縄科学技術大学院大学 沖縄県／大阪府

産学連携 2014年08月01日 長野日報 信大農学部とアルプス信金　「産学官金」連携協定を締結 信州大学 長野県

産学連携 2014年08月02日 産業経済新聞 関西外大が日航とコラボ　「若者の旅」提案　初の産学連携協定 関西外国語大学 日本


