
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09月18日 福島民報 福島大と国見町が協力協定 福島大学 福島県

社会貢献 2014年09月19日 朝日新聞 教育２０１４  群馬）（選ばれる大学へ）世界遺産「ブームの後」考える  高崎商大・富岡 サテライト 高崎商科大学 群馬県

社会貢献 2014年09月23日 日本経済新聞 ブドウ新品種の栽培と加工で協定  九大とうきは市 九州大学 福岡県

社会貢献 2014年09月26日 産業経済新聞 千葉大、小学校廃校をキャンパスに  地域活性化へ新拠点 千葉大学 千葉県

社会貢献 2014年09月27日 朝日新聞 教育２０１４  和歌山）（人口減に挑む：下）交流で過疎地に貢献 羽衣国際大学 和歌山県

社会貢献 2014年09月27日 日高新報 印南町を龍谷大が地域発展連携協定締結 龍谷大学 和歌山県

社会貢献 2014年09月30日 河北新報 宮城大サークルが西公園で手作り祭り 宮城大学 宮城県

社会貢献 2014年10月02日 四国新聞 ケーキで希少糖ＰＲ／香川大農学部サークル 香川大学 香川県

社会貢献 2014年10月04日 讀賣新聞 日体大きょうから住民向け防災訓練…横浜・青葉 日本体育大学 神奈川県

社会貢献 2014年10月04日 讀賣新聞 千葉大が「地域再生拠点」  美浜区の廃校利用 千葉大学 千葉県

社会貢献 2014年10月04日 琉球新報 下水再生水を農業に  県と京大、糸満で試験 京都大学 沖縄県

社会貢献 2014年10月05日 京都新聞 酒造で地域活性化奮闘  龍大・長浜バイオ大・滋賀県立大グループ 龍谷大学／長浜バイオ大学／滋賀県 立大学 滋賀県

社会貢献 2014年10月06日 日刊工業新聞 ロボで商店街便利に－大阪工大、地元と連携し実証 大阪工業大学 大阪府

社会貢献 2014年10月09日 讀賣新聞 鹿大と自治体の連携拠点が開設  火山や医療問題 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2014年10月09日 紀伊民報 地域課題の解消狙い摂南大学と連携協定  すさみ町 摂南大学 和歌山県

社会貢献 2014年10月11日 四国新聞 香川大が三木町にサテライトオフィス開設 香川大学 香川県

社会貢献 2014年10月13日 河北新報 廃業旅館がシェアハウスに  若者視点で改装 東北芸術工科大学 山形県

社会貢献 2014年10月17日 朝日新聞 ＴＰＰに負けるな  養豚教育施設を新設へ  宮崎大 宮崎大学 宮崎県

社会貢献 2014年10月20日 南日本新聞 肝付の町並み観光資源に  鹿大院生ら調査 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2014年10月23日 大阪日日新聞 子育て世代 呼び込む  「Ｋｏｍａクル」運営開始 大阪城南女子短期大学 大阪府

社会貢献 2014年10月25日 朝日新聞 東京）紡ぐ、おばあちゃんの大震災  大槌町で聞き取り 東京大学 岩手県

社会貢献 2014年10月26日 四国新聞 香川大の地域復旧計画、政府の防災白書に掲載 香川大学 香川県

社会貢献 2014年10月28日 日本農業新聞 食育推進  大学から発信  若い世代へ初講座  兵庫の若手農業者４グループ 甲子園大学 兵庫県

社会貢献 2014年10月28日 北海道新聞 中標津の人口増、背景は  国士舘大と釧公大が調査研究 国士舘大学／釧路公立大学 北海道

社会貢献 2014年10月28日 室蘭民報 室工大ロボットアリーナが来年４月学内に移設 室蘭工業大学 北海道

社会貢献 2014年10月30日 京都新聞 団地に学生住んで  京都市と京都橘大、活性化へ拠点 京都橘大学 京都府

社会貢献 2014年10月31日 二子玉川経済新 聞 成城の街全体が写真館に－商店街と大学連携、小田急線開通時の写真など130点 成城大学 東京都

新聞記事ネット情報（2014年09月16日～2014年12月15日）



社会貢献 2014年11月01日 大分合同新聞 文理大全学的カリキュラム導入へ  地域振興学生も 日本文理大学 大分県

社会貢献 2014年11月02日 長野日報 地域住民と交流  諏訪東京理科大学で学園祭 諏訪東京理科大学 長野県

社会貢献 2014年11月05日 苫小牧民報 ネット学習システムで連携  千歳科技大と富川高が協定締結 千歳科学技術大学 北海道

社会貢献 2014年11月05日 毎日新聞 いのちを守る防災:大学と地域、連携し訓練
関西大学／神戸学院大学／神戸女子 大学
／兵庫医療大学／神戸女子短期 大学

日本

社会貢献 2014年11月06日 朝日新聞 山形）小国町、１万２千年前は湖だった  山大と高校生 山形大学 山形県

社会貢献 2014年11月14日 東京新聞 【神奈川】大和市と青学大  多文化共生へ連携 青山学院大学 神奈川県

社会貢献 2014年11月15日 信濃毎日新聞 「オール信大」で御嶽山調査  全学でプロジェクト 信州大学 長野県

社会貢献 2014年11月20日 河北新報 ねぷた、ねぶたから津軽探る  ２８日弘前大 弘前大学 青森県

社会貢献 2014年11月21日
小田原箱根経済 新
聞

はこねのもり女子大学と昭和女子大学がコラボして「旅ウオークラン」 昭和女子大学 神奈川県

社会貢献 2014年11月22日 朝日新聞 千葉）企画・交渉・開発・販売…「子ども起業塾」好評 千葉大学 千葉県

社会貢献 2014年11月25日 讀賣新聞 井手みねーしょん輝け／京産大が応援隊 京都産業大学 京都府

社会貢献 2014年11月26日 北海道新聞 大学の地域連携考察  北大の国際シンポに２００人 北海道大学 北海道

社会貢献 2014年11月27日 タウンニュース 町田警察署＿被害根絶 ポスターで「喝」 社会＿地元企業・大学協力で制作 桜美林大学 東京都

社会貢献 2014年11月27日 毎日新聞 デートＤＶ:アプリで診断  十文字学園女子大学など開発 十文字学園女子大学 埼玉県

社会貢献 2014年11月28日 沖縄タイムス 高校生のうちに“大学体験”  「高大連携教育」で得られるものとは？ 神戸学院大学 兵庫県

社会貢献 2014年11月29日 朝日新聞 福島）大学開発の分析装置、福島第一で使用へ 福島大学 福島県

社会貢献 2014年11月29日 朝日新聞 魚のおいしさ１０秒で測定 長崎県・長崎大など機器開発 長崎大学 長崎県

社会貢献 2014年12月02日 山形新聞 酒田光陵高と高崎商大が協定調印式  会計士や税理士育成 高崎商科大学 山形県

社会貢献 2014年12月05日 タウンニュース 地域活性協定でイベント 教育＿霧が丘グリーンタウンで 横浜創英大学 神奈川県

社会貢献 2014年12月06日 讀賣新聞 食の大切さ絵本で学んで  三重大とＪＡ 三重大学 三重県

社会貢献 2014年12月06日 四国新聞 香川大「将来構想」県と協議し策定へ 香川大学 香川県

社会貢献 2014年12月08日 朝日新聞 大分）育て温泉コンシェルジュ  別府溝部学園短大で養成 別府溝部学園短期大学 大分県

社会貢献 2014年12月09日 朝日新聞 宮崎）堀川運河の魅力、掘り起こせ  日南に慶大が研究室 慶應義塾大学 宮崎県

社会貢献 2014年12月09日 京都新聞 美しい天王山へ連携  京都・大山崎町や龍大など、放置竹林整備 龍谷大学 京都府

社会貢献 2014年12月09日 産業経済新聞 【ビジネスアイコラム】顔の見える人材が地域振興の主役 岩手大学 岩手県

社会貢献 2014年12月12日 河北新報 気仙沼、石巻より復旧遅れ  石巻専修大など調査 石巻専修大学 岩手県

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09月18日 ＺＡＫＺＡＫ 【大学で学ぼう】東洋大学社会貢献センター  １テーマを複数の講師が担当 東洋大学 東京都

公開講座 2014年09月22日 山形新聞 「企業の人材育成」10月開講  山形大国際事業化センター（米沢）、第１弾「金属加工」 山形大学 山形県

公開講座 2014年09月28日 東海新報 北里大学の市民公開講座  新体制への理解広める 北里大学 岩手県



公開講座 2014年09月28日 毎日新聞 親子でエコカー作り／琉大サテライトキャンパス 琉球大学 沖縄県

公開講座 2014年10月13日 讀賣新聞 子供たちが大学楽しむ…香川大 香川大学 香川県

公開講座 2014年10月13日 湘南経済新聞 慶応湘南藤沢キャンパスで「藤沢市民講座」－ものづくりテーマに 慶應義塾大学 神奈川県

公開講座 2014年10月18日 福島民報 会津大でＩＴ秋フォーラム 会津大学 福島県

公開講座 2014年10月19日 琉球新報 ゲーム開発の技伝授  琉大院生と企業、工業高校生に 琉球大学 沖縄県

公開講座 2014年10月22日 港北経済新聞 国学院大で親子参加できる共育フェス－24のワークショップやFヨコの公開収録も 國學院大学 神奈川県

公開講座 2014年10月22日 日本農業新聞 福島の復興  現状を報告  東京農大が１１月１日にシンポ 東京農業大学 東京都

公開講座 2014年10月23日 讀賣新聞 犯罪被害者の声耳傾けて  岡大 岡山大学 岡山県

公開講座 2014年10月26日 長野日報 野生鳥獣との共生学ぶ  信大で人材育成ゼミ開講 信州大学 長野県

公開講座 2014年10月27日 佐賀新聞 来月５日、佐大で「人口減」考えるシンポ 佐賀大学 佐賀県

公開講座 2014年10月31日 北海道新聞 厳寒期の防災考える  北大でリレーシンポ 北海道大学 北海道

公開講座 2014年11月05日 讀賣新聞 県外出身者向け桐生講座…群馬大 群馬大学 群馬県

公開講座 2014年11月05日 岐阜新聞 岐阜の清酒酵母、大きな可能性  岐阜大でシンポ 岐阜大学 岐阜県

公開講座 2014年11月07日 二子玉川経済新 聞 東農大で小学生対象「お米ワークショップ」－精米や土鍋炊きごはん味比べなど 東京農業大学 東京都

公開講座 2014年11月08日 東京新聞 【群馬】郷土かるた１６３種類  群大で９日まで展示 群馬大学 群馬県

公開講座 2014年11月11日 讀賣新聞 ＥＳＤ世界会議  三重大でシンポ 三重大学 三重県

公開講座 2014年11月15日 財経新聞 12/2（火） 近畿大学工学部  金属3Dプリンタに関する講演会を開催 近畿大学 広島県

公開講座 2014年11月25日 讀賣新聞 三重大と皇學館大  来月「聖地熊野」シンポ 三重大学／皇學館大學 三重県

公開講座 2014年11月30日 讀賣新聞 「食と健康」団塊世代学ぶ  宮大が短期滞在型講座 宮崎大学 宮崎県

公開講座 2014年11月30日 北海道新聞 新聞活用どう人材育成  北海学園大で公開シンポ 北海学園大学 北海道

公開講座 2014年12月07日 宮古毎日新聞 視野を世界に広げよう／琉球大学観光科学科＿観光振興でシンポジウム 琉球大学 沖縄県

公開講座 2014年12月11日 神戸新聞 枠を越え、まちの未来を考えよう  明石高専で意見交換会 明石工業高等専門学校 兵庫県

公開講座 2014年12月13日 福島民報 法政大で飯舘の暮らしを伝える展示会 法政大学 福島県

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09月17日 讀賣新聞 有害物質吸うフィルム…魚津のメーカー開発 金沢工業大学 富山県

産学連携 2014年09月17日 讀賣新聞 千葉銀・千葉工大が保育所  来春キャンパスに 千葉工業大学 千葉県

産学連携 2014年09月24日 秋田魁新報 秋田大と北都銀、海外展開や地域活性化で「新戦略連携協定」 秋田大学 秋田県

産学連携 2014年10月03日 毎日新聞 【Ｓａｋｅから観光立国】産官学連携が静岡の食品・生物分野の底力 静岡大学 静岡県

産学連携 2014年10月05日 産業経済新聞 近大がアマゾンと提携・協業を進めるワケ  「稼ぐ力」鍛えて地位確立を 近畿大学 日本

産学連携 2014年10月07日 河北新報 東北大スイーツ販売  １１日・ホームカミングデー 東北大学 宮城県

産学連携 2014年10月11日 産業経済新聞 九大移転×水素エネで企業誘致  福岡・糸島「まずは知名度アップ」 九州大学 福岡県



産学連携 2014年10月15日 神戸新聞 特注のランニング靴製造へ  神戸大と県、県内４社連携 神戸大学 兵庫県

産学連携 2014年10月16日 東京IT新聞 シリアスゲームや妖怪ウオッチ 世界のゲーム開発拠点を狙う福岡の実力 九州大学 福岡県

産学連携 2014年10月21日 長野日報 信州Ｆ・ＰＯＷＥＲプロジェクト  木材関連団体４者と建材会社  原木安定供給で協定 信州大学 長野県

産学連携 2014年10月24日 産業経済新聞 安曇野の魅力ＰＲ、松本大とアルピコ交通がコラボ  長野 松本大学 長野県

産学連携 2014年10月29日 陸奥新報 健康づくりで県、弘大、イオン柏が連携 弘前大学 青森県

産学連携 2014年11月04日 奈良新聞 産官学連携の酒いかが - 遊休農地の米で製造／平群町と近大、八木酒造 近畿大学 奈良県

産学連携 2014年11月05日 産業経済新聞 高性能の太陽電池など開発の「技術研究組合」に甲南大が参加 甲南大学 日本

産学連携 2014年11月08日 福島民報 小高に最先端研究拠点  菊池製作所  ロボットで復興後押し  世界初の４腕機 東京大学・早稲田大学 東京都／福島県

産学連携 2014年11月10日 神戸新聞 神姫バスと兵庫県立大が協定  過疎地の活性化に挑む 兵庫県立大学 兵庫県

産学連携 2014年11月24日 産業経済新聞 ＡＯＫＩ、スーツ新シリーズきょう発売  人間工学活用し着心地向上 信州大学 日本

産学連携 2014年11月27日 財経新聞 ボルボと上智大学、人材育成で産学教育連携協定を締結 上智大学 世界

産学連携 2014年12月04日 毎日新聞
かながわ経済:横浜商科大が近畿日本ツーリストと連携  観光人材育成へ  社員講師 に招きノウハウ学ぶ
／神奈川

横浜商科大学 日本

産学連携 2014年12月11日 産業経済新聞 茶カテキン共同研究、静岡県立大と花王が産学連携講座設立 静岡県立大学 日本

産学連携 2014年12月12日 日本海新聞 合銀が育成ファンド  鳥大、島大ベンチャー支援 島根大学／鳥取大学 日本


