
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12月18日 茨城新聞 茨城大に新聞マルシェ　10地方紙を図書館常備 茨城大学 茨城県

社会貢献 2014年12月19日 朝日新聞 熊本）動画で「時代」捕らえたい　県警と県立大コラボ 熊本県立大学 熊本県

社会貢献 2014年12月19日 朝日新聞 進学前に開拓、科学者の卵　北海道の大学、青少年を指導 北海道大学 北海道

社会貢献 2014年12月22日 佐賀新聞 地域活性化へ協働　学生と市民まちづくりシンポ 佐賀大学／西九州大学 佐賀県

社会貢献 2014年12月22日 毎日新聞 高齢化団地:大学生や教員　住み込みで「見守り計画」 藤田保健衛生大学 愛知県

社会貢献 2014年12月22日 松本経済新聞 信大生が「ビジネスコンテスト」－商工会議所とタッグ、学生のアイデア発信 信州大学 長野県

社会貢献 2014年12月23日 朝日新聞 長野）キャリア教育で連携　長野商高と中央大商学部 中央大学 長野県

社会貢献 2014年12月24日 宮古毎日新聞 伊良部で初の移動大学／県立芸大 沖縄県立芸術大学 沖縄県

社会貢献 2014年12月25日 琉球新報 戦争遺品を記録、保存　沖大地域研とガマフヤー　継承へ育成 沖縄大学 沖縄県

社会貢献 2014年12月26日 朝日新聞 青森）話題ゲーム「アオモリズム」来県　２７日から展示 神奈川工科大学 青森県

社会貢献 2014年12月27日 長崎新聞 大学生が隠れた名店を紹介 長崎県立大学 長崎県

社会貢献 2014年12月29日 朝日新聞 愛知）学生、経営学び地域振興　豊橋 豊橋創造大学 愛知県

社会貢献 2014年12月29日 毎日新聞 国際教養大:英語学びに秋田へ　中高生対象に「村」開設 国際教養大学 秋田県

社会貢献 2014年12月30日 毎日新聞 大学改革シンポ:地元企業に役立つ人材輩出へ　四日市大が来月１０日　／三重 四日市大学 三重県

社会貢献 2015年01月03日 京都新聞 ブドウ生産・商品開発で交流　京都学園大と丹波ワインが連携協定 京都学園大学 京都府

社会貢献 2015年01月04日 毎日新聞 地方創生策:リンゴ、ブドウ…地方大学が地元とタッグ
山梨大学／愛媛大学／熊本大学／鹿
児島大学／茨城大学／静岡県立大学 日本

社会貢献 2015年01月07日 西日本新聞 九州とアジア　交流を深め地域に活路を 福岡大学 日本

社会貢献 2015年01月09日 河北新報 東北学院大被災文化財レスキュー作業大詰め 東北学院大学 宮城県

社会貢献 2015年01月13日
クリスチャントゥデ
イ

上智大学、アフリカ開発銀行アジア代表事務所と教育提携　国内初 上智大学 世界

社会貢献 2015年01月14日 弘前経済新聞 弘前大の学生らが若者向けの店舗紹介マップ作製－「弘前の魅力は人」 弘前大学 青森県

社会貢献 2015年01月15日 日本海新聞 子育て支援や大学活性化　「地方創生」手厚く 鳥取大学 鳥取県

新聞記事ネット情報（2014年12月16日～2015年03月15日）



社会貢献 2015年01月17日 北國新聞 第１弾は志賀町と金大生　コンソーシアム石川のまちづくり企画 金沢大学 石川県

社会貢献 2015年01月17日 毎日新聞
教える育む学び合う:　和歌山信愛女子短大　「きょう育の和センター」本格稼働へ　／
和歌山

和歌山信愛女子短期大学 和歌山県

社会貢献 2015年01月18日 滋賀報知新聞 県と立命館大学が滋賀ブランド強化へ 立命館大学 滋賀県

社会貢献 2015年01月19日 熊本日日新聞 御船町の魅力、歩いて発掘　東海大生が観光案内 東海大学 熊本県

社会貢献 2015年01月20日 讀賣新聞 宮大生授業で地域おこし 宮崎大学 宮崎県

社会貢献 2015年01月20日 讀賣新聞 高崎商科大の地域連携　下仁田町とも協定 高崎商科大学 群馬県

社会貢献 2015年01月21日 毎日新聞 長浜かるた:地元の魅力　滋賀文教短大、学生の視点生かし　／滋賀 滋賀文教短期大学 滋賀県

社会貢献 2015年01月22日 山口新聞 学生が地域の課題研究　山大と周防大島町が連携協定 山口大学 山口県

社会貢献 2015年01月23日 徳島新聞 四国大生、阿波市の食文化学ぶ　主婦にレシピ聞き取り 四国大学 徳島県

社会貢献 2015年01月23日 山口新聞 下関・梅大生が「ベビーカー押し歩きＭＡＰ」作成 梅光学院大学 山口県

社会貢献 2015年01月24日 讀賣新聞 市立大が地域健康事業 横浜市立大学 神奈川県

社会貢献 2015年01月27日 朝日新聞 群馬）空き家を交流拠点に　高崎経済大生、寄付呼びかけ 高崎経済大学 群馬県

社会貢献 2015年01月27日 毎日新聞 シンポジウム:自転車観光を考える　あすまで参加募集??３１日、長浜　／滋賀 滋賀県立大学 滋賀県

社会貢献 2015年01月27日 山梨日日新聞 「大学ＣＯＣ」採択、識者から期待の声　山梨大が記念シンポ 山梨大学 山梨県

社会貢献 2015年01月30日 京都新聞 ユズゼリーに芸大生が新ラベル　京都・水尾の特産 京都嵯峨芸術大学 京都府

社会貢献 2015年01月30日 日本農業新聞 女子力で梅干し消費回復を　１日限定カフェ　埼玉・東松山市で農家と大学生 女子栄養大学 埼玉県

社会貢献 2015年02月02日 岐阜新聞 社会基盤サポーターに学生６１人　岐阜大、授業で初の養成 岐阜大学 岐阜県

社会貢献 2015年02月02日 埼玉新聞 一日限定で「梅ランチ」　坂戸・女子栄養大生が越生の農家と開発 女子栄養大学 埼玉県

社会貢献 2015年02月03日 朝日新聞 山梨）山梨学院大生、富士五湖周辺観光アプリを製作 山梨学院大学 山梨県

社会貢献 2015年02月03日 産業経済新聞 “団地若返り”ＵＲと大学連携　福岡
福岡女子大学／中村学園大学／京都
女子大学

日本

社会貢献 2015年02月03日 タウンニュース 追浜谷戸プロジェクト＿空き家再生に大学生 社会＿改修手がけシェアハウスに 関東学院大学 神奈川県

社会貢献 2015年02月04日 東京新聞 【千葉】地域連携を考える　松戸で２１日シンポ　市と千葉大、聖徳短大 千葉大学／聖徳大学短期大学部 千葉県

社会貢献 2015年02月05日 山形新聞 山大の学生による観光まちづくり研究報告会　連携した上山市にアイデア提供 山形大学 山形県

社会貢献 2015年02月07日 朝日新聞 長野）信大農学部食堂３年目　好評につき今季から商品化 信州大学 長野県



社会貢献 2015年02月08日 朝日新聞 東京）動詞が将来へのヒント　高校生向けキャリアノート 東京経済大学 東京都

社会貢献 2015年02月08日 日本海新聞 但馬の流域学フォーラム 兵庫県立大学 兵庫県

社会貢献 2015年02月10日 サカエ経済新聞 名古屋でフェアトレードのチョコ販売＆パネル展－バレンタインまでリレー形式 名古屋学院大学 愛知県

社会貢献 2015年02月12日 讀賣新聞 学生と高齢者　下宿交流…双方にメリット／／愛知県 中部大学 愛知県

社会貢献 2015年02月13日 朝日新聞 鹿児島）自治体と連携し課題研究に総力　鹿大が中核施設 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2015年02月14日 朝日新聞 茨城）震災後いわき３０人のリアル　筑波大生が映画に 筑波大学 福島県

社会貢献 2015年02月14日 東海日日新聞 「ちずコレ」天浜線沿線の魅力紹介＿愛大・常葉大生が県境越え情報発信 愛知大学／常葉大学 静岡県

社会貢献 2015年02月15日 朝日新聞 大阪）商店街で結婚式　活性化めざし関大生が企画 関西大学 大阪府

社会貢献 2015年02月15日 島根日日新聞 地域資源の発見を／島大生、観光商品開発に挑戦 島根大学 島根県

社会貢献 2015年02月18日 讀賣新聞 宮崎大「道の駅」で就労体験 宮崎大学 日本

社会貢献 2015年02月19日 千葉日報
学生が「子ども松戸かるた」　名所や著名人を歌や絵に　新２年が改良、小学校に配
布へ　聖徳短大

聖徳大学短期大学部 千葉県

社会貢献 2015年02月21日 朝日新聞 福岡県立大生、住み込みで商店街おこし　無料情報紙執筆 福岡県立大学 福岡県

社会貢献 2015年02月21日 四国新聞 地域活性化、学生も貢献／香川大でシンポ 香川大学 香川県

社会貢献 2015年02月22日 岩手日報 循環バスで楽しむ盛岡めぐり　岩手大生が観光冊子 岩手大学 岩手県

社会貢献 2015年02月22日 産業経済新聞 松戸市の活性化を考える　市と２大学がシンポジウム　千葉 聖徳大学短期大学部／千葉大学 千葉県

社会貢献 2015年02月25日 紀伊民報 「課題発見の力ついた」　すさみ町で活動の摂南大生 摂南大学／羽衣国際大学 和歌山県

社会貢献 2015年02月27日 高知新聞 地域再生で大学の役割議論 高知大学 高知県

社会貢献 2015年03月01日 朝日新聞 宮崎）地域野菜ふんだん　宮崎公立大生がお弁当を開発 宮崎公立大学 宮崎県

社会貢献 2015年03月01日 荘内日報 お米のコンフィチュール　開発の山大生販売 山形大学 山形県

社会貢献 2015年03月02日 朝日新聞 福岡）海の幸ギュッ「お福わけせんべい」　大学生ら開発 中村学園大学 福岡県

社会貢献 2015年03月02日 朝日新聞 千葉）国際武道大、カンボジアの小学校で運動会 国際武道大学 世界

社会貢献 2015年03月03日 北海道新聞 小樽商大観光サイト「いいね！」　学生や市民執筆、中国語にも対応 小樽商科大学 北海道

社会貢献 2015年03月04日 京都新聞 「朝食を豊かに」中学生がレシピ作成　京都、短大生と連携 成美大学短期大学部 京都府

社会貢献 2015年03月05日 毎日新聞
まちづくり協定:市の未来像探る　諫早市と長崎ウエスレヤン大、長崎総合科学大が
連携　／長崎

長崎ウエスレヤン大学／長崎総合科学
大学

長崎県



社会貢献 2015年03月07日 東京新聞 【千葉】避難の親子　交流の場　市川の千葉商科大　きょうから催し 千葉商科大学 千葉県

社会貢献 2015年03月07日 河北新報 道の駅で就業体験　東北４大学と連携協定
青森中央学院大学／青森大学／岩手
県立大学／東北芸術工科大学

日本

社会貢献 2015年03月09日 北日本新聞 県立大「おもてなし電車」運行　万葉線 富山県立大学 富山県

社会貢献 2015年03月15日 四国新聞 粟島への感謝はがきに／香川大生が作製 香川大学 香川県

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 2014年12月19日 福島民友新聞 会津大生、自慢の“自作ゲーム”体験　20日に若松でフェス 会津大学 福島県

公開講座 2014年12月20日 神戸新聞 酒造や観光、地域の魅力とは　武庫川女子大で大学生が報告 武庫川女子大学 兵庫県

公開講座 2014年12月23日 長野日報 ２月に「旅するムサビ」　岡谷・茅野２校で美大授業 武蔵野美術大学 日本

公開講座 2014年12月26日 讀賣新聞 現場を歩く＿単位もらえなくても…早稲田大で人気の課外授業 早稲田大学 日本

公開講座 2014年12月29日 毎日新聞 国際教養大:英語学びに秋田へ　中高生対象に「村」開設 国際教養大学 秋田県

公開講座 2015年01月21日 わかやま新報 まちづくりに若者の力を　連携講座 放送大学 和歌山県

公開講座 2015年01月23日 福島民友新聞 本県の教育復興考える　福島大「未来学」シンポジウム 福島大学 福島県

公開講座 2015年01月30日 北海道新聞 発達障害、映画で関心を　７日、室工大生ら上映会 室蘭工業大学 北海道

公開講座 2015年02月01日 朝日新聞 ピケティ氏、東大で熱弁　格差の世襲化に危機感 東京大学 東京都

公開講座 2015年02月23日 朝日新聞 長野）そば粉＋ハチミツ…これが忍者の携帯食「兵糧丸」 長野大学 長野県

公開講座 2015年03月04日 釧路新聞 コモンズの実例を紹介/公立大がセミナー 釧路公立大学 北海道

公開講座 2015年03月11日 京都新聞 防災地域みんなで　大津で１５日イベント、龍大生が企画 龍谷大学 滋賀県

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12月19日 Economicnews
セブン＆アイHD、クラレ、東京農大らと食品残渣の液体肥料化の産学連携研究に着
手

東京農業大学／東北大学 日本

産学連携 2014年12月20日 島根日日新聞 大学発のベンチャーを支援／山陰合銀が産学連携ファンド創設 島根大学 島根県

産学連携 2014年12月22日 日本経済新聞 筑波大、ビッグデータの研究拠点開設 筑波大学 日本

産学連携 2015年01月09日 讀賣新聞 産学連携、滋賀・長浜で新酒…バイオ大や老舗酒造 長浜バイオ大学 滋賀県

産学連携 2015年01月09日 茨城新聞 共同生活で日立に新風　学生ベンチャー、シェアハウス建設 茨城大学 茨城県



産学連携 2015年01月22日
二子玉川経済新
聞

成城大生の企業提案「小田急線沿線街の魅力を再発見するツアー」、商品化へ 成城大学 日本

産学連携 2015年01月29日 東京新聞 【東京】女子大生が考案　紅鮭パンいかが？　稲城駅前で販売 駒澤女子大学 東京都

産学連携 2015年02月02日 東京新聞 【東京】＜ぶら～り　キャンパス＞研究編　駒沢女子大　コマジョリノベ 駒澤女子大学 東京都

産学連携 2015年02月07日 朝日新聞 山梨）大月短大生オリジナル日本酒「つきたん」完成 大月短期大学 山梨県

産学連携 2015年02月10日 佐賀新聞 「唐津コスメ」をビジネス好機に　佐賀大で産学官シンポ 佐賀大学 世界

産学連携 2015年02月10日 毎日新聞 北越銀:長岡造形大と包括連携協定　人口減少問題に対処　／新潟 長岡造形大学 新潟県

産学連携 2015年02月19日 長野日報 経済 : きょう限定販売「信州まつもと鍋」　松本大の学生らが商品化 松本大学 長野県

産学連携 2015年02月24日 神戸新聞 学生の力で地方創生　全国初、産官学が連携 兵庫県立大学 兵庫県

産学連携 2015年03月04日 讀賣新聞 共同保育園オープン　千葉銀・千葉工大 千葉工業大学 千葉県

産学連携 2015年03月13日 日刊工業新聞 ＩＨＩとお茶の水女子大、航空エンジンテーマの小学生向け理科教材を開発 お茶の水女子大学 日本


