新聞記事ネット情報（2015年06月16日～2015年09月15日）
分野

日付

媒体

社会貢献 2015年06月17日 東京新聞

記事タイトル

大学・短期大学

都道府県

社会貢献 2015年06月19日 信濃毎日新聞

【栃木】地域防災力 向上図る 作新学院大が新機関
作新学院大学
高大接続で社会に貢献する人材育成を＿－千葉商科大学商経学部の高大連携協定
千葉商科大学
－
県、跡見学園女子大と協定へ 地域づくりなどでインターン受け入れ
跡見学園女子大学

社会貢献 2015年06月21日 岐阜新聞

女子力で岐阜を元気に ７大学の学生が本音トーク

岐阜経済大学／岐阜女子大学／東海
学院大学／岐阜聖徳学園大学／中部 岐阜県
学院大学／岐阜大学／朝日大学

社会貢献 2015年06月24日 朝日新聞

愛媛）地域の祭りを元気に 松山大生ＮＰＯ「Ｍｕｓｅ」

松山大学

愛媛県

社会貢献 2015年06月24日 産業経済新聞

若者視点で「鹿沼」発信 大学生らフリーペーパー発行 栃木

文星芸術大学

栃木県

社会貢献 2015年06月24日 産業経済新聞

野沢温泉村に明大生を派遣村の魅力発掘へ 東京の大学生の視点活かす 秋の政
策提言に向け、6月27・28日に現地調査

明治大学

長野県

社会貢献 2015年06月24日 苫小牧民報

厚真町と札幌市立大が包括連携協定 まちづくりにデザインを

札幌市立大学

北海道

社会貢献 2015年06月24日 認知症ねっと

認知症者を支える「安全で安心なまちづくりの推進」へ参加【西九州大学】

西九州大学

佐賀県

社会貢献 2015年06月25日 立川経済新聞

東京学芸大学付属図書館にベーカリーカフェ 地域住民との交流を目的に

東京学芸大学

東京都

社会貢献 2015年06月26日 共同通信

金沢工業大学＿「科学実験教室」と「ものづくり教室」あわせて15講座開催。KITサ
マー・サイエンス・スクール開催

金沢工業大学

石川県

社会貢献 2015年06月27日 紀伊民報

社会人の学ぶ場提供 和大南紀熊野サテライト開設１０年

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2015年06月30日 讀賣新聞

佐賀・武雄の「反転授業」検証…東洋大

東洋大学

佐賀県

社会貢献 2015年07月08日 神戸新聞

神戸大と近畿地方整備局が協定 防災・減災研究を推進

神戸大学

日本

社会貢献 2015年07月08日 北海道新聞

道都大生、ＦＭでまち応援 番組担当「市民との懸け橋に」

道都大学

北海道

社会貢献 2015年07月08日 わかやま新報

芸術振興と人材育成 和大と図書館が協定

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2015年07月09日 讀賣新聞

成蹊大生がラジオ番組

成蹊大学

東京都

社会貢献 2015年07月10日 東京新聞

放課後学習の場 渋川市、高校生と連携

高崎経済大学

群馬県

社会貢献 2015年07月10日 朝日新聞

奈良）奈良大生が開発した菓子、「鹿れっと」きょう発売

奈良大学

奈良県

社会貢献 2015年06月18日 下野新聞

栃木県
千葉県
長野県

社会貢献 2015年07月11日 NHK

魅力発見へ大学生と地元が交流／／高知県

高知大学

高知県

社会貢献 2015年07月12日 京都新聞

京都学園大に食品開発拠点 新たな特産品作り支援

京都学園大学

京都府

社会貢献 2015年07月15日 dot.

＜北九州＞市内10大学が連携、商店街キャンパスが地域活性の力に

北九州市立大学／九州共立大学／九
州国際大学／九州歯科大学／九州女
子大学／産業医科大学／西南女学院 福岡県
大学／西日本工業大学／九州栄養福
祉大学／九州工業大学

社会貢献 2015年07月15日 讀賣新聞

訪日客増 滋賀大生が案

滋賀大学

滋賀県

社会貢献 2015年07月15日 京都新聞

彦根観光を日本知るきっかけに 滋賀大生、外国人集客へ提案

滋賀大学

滋賀県

社会貢献 2015年07月16日 讀賣新聞

山形）新人職員を公益大へ 酒田市 進学断念者に門戸

東北公益文科大学

山形県

社会貢献 2015年07月16日 産業経済新聞

大妻女子大学の平成27年度「地域連携・貢献プロジェクト」が決定 -- 地域密着型企
画を拡充、風化させない震災復興支援を

大妻女子大学

東京都

社会貢献 2015年07月18日 秋田魁新報

教養大と御所野学院が連携協定 英語教育、国際交流充実へ

国際教養大学

秋田県

社会貢献 2015年07月22日 讀賣新聞

まちづくり推進連携へ包括協定 嬉野市と佐賀女子短大

佐賀女子短期大学

佐賀県

社会貢献 2015年07月22日 京都新聞

京都地下鉄駅周辺、魅力を発信 平安女大生がフリーペーパー

平安女学院大学

京都府

社会貢献 2015年07月22日 神戸新聞

播磨農高の魅力探る 県立大と連携、学生らが助言

兵庫県立大学

兵庫県

社会貢献 2015年07月23日 讀賣新聞

佐賀女子短大生の嬉野観光マップ…市と包括協定

佐賀女子短期大学

佐賀県

社会貢献 2015年07月23日 産業経済新聞

尼崎市×ほっかほっか亭×園田学園女子大 １００周年記念弁当メニュー決まる １０
園田学園女子大学
月発売へ

兵庫県

社会貢献 2015年07月24日 朝日新聞
社会貢献 2015年07月26日 東京新聞

福井）携帯アプリ「ゆるキャラ商店街」 福井大が開発
【神奈川】横浜市大生「ラジオ番組」 黄金町の魅力発信 犯罪多発地帯→芸術の街
へ

福井大学

福井県

横浜市立大学

神奈川県

社会貢献 2015年07月31日 中日新聞

名古屋の商家を名城大生が再生 住民の負担、教育活用でカバー

名城大学／龍谷大学／長浜バイオ大 愛知県／京都府
学
／滋賀県

社会貢献 2015年08月01日 高知新聞

高知県立大学生が災害時の調整役や、高齢化の課題解決探る

高知県立大学

高知県

社会貢献 2015年08月05日 産業経済新聞

徳島大学フューチャーセンターとの連携により地方創生に貢献

徳島大学

徳島県

社会貢献 2015年08月06日 神戸新聞

「大学力」地域にどう生かす 県内各界トップらが懇談会

神戸大学／兵庫県立大学

兵庫県

社会貢献 2015年08月08日 秋田魁新報

教える力磨いて、教員講習に演劇 秋田大、わらび座と連携

秋田大学

秋田県

社会貢献 2015年08月08日 高知新聞

都会と田舎結ぶ 京産大生が高知県三原村のこだわり卵の販路開拓

京都産業大学

高知県

社会貢献 2015年08月08日 神戸新聞

地域活性化を進めよう 学生と住民が意見交換 加古川

兵庫大学

兵庫県

社会貢献 2015年08月08日 佐賀新聞

市中心街楽しい空間に 佐大生集合住宅デザイン案

佐賀大学

佐賀県

社会貢献 2015年08月11日 大阪日日新聞

勉強の夏 大経大「宿題サポート教室」

大阪経済大学

大阪府

社会貢献 2015年08月13日 紀伊民報

和大生の受け入れ農家を龍神全域で募集 ワークステイ事業

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2015年08月14日 毎日新聞

包括的連携協定：薩摩川内市と鹿児島純心女子大、締結 地域社会の発展などで協
鹿児島純心女子大学
力 ／鹿児島

鹿児島県

社会貢献 2015年08月15日 讀賣新聞

温泉で学生が熱く 活性化イベント…静岡

工学院大学

静岡県

社会貢献 2015年08月15日 高知新聞

高知大学生がごみ拾いをスポーツに 企業と地域の橋渡し役

高知大学

高知県

社会貢献 2015年08月16日 朝日新聞

青森）戦争の記憶「人からモノへ」 旧兵舎の調査進む

弘前大学／東北工業大学

青森県

社会貢献 2015年08月19日 讀賣新聞

木の家、自然学び場 嶺北地域でこども大学／／高知県

高知大学

高知県

社会貢献 2015年08月20日 京都新聞

商店街を「不便に面白く」 京大生ら常識破りのプロジェクト

京都大学

京都府

社会貢献 2015年08月23日 佐賀新聞

早大生がおかみ修業 和多屋別荘で社会連携実習

早稲田大学

佐賀県

社会貢献 2015年08月25日 福島民友新聞

相模女子大学生と交流会 本宮市、知事も参加

相模女子大学

福島県

社会貢献 2015年08月29日 京都新聞

創作エクレア、いかが？ 大学生と障害者が協力・滋賀

滋賀大学

滋賀県

社会貢献 2015年08月29日 西日本新聞

新商品開発に学生の視点 佐賀女子短大と白石町が連携協定 [佐賀県]

佐賀女子短期大学

佐賀県

社会貢献 2015年08月31日 dot.

佐賀を農業ビッグデータで世界一に、オプティムと佐賀大が連携

佐賀大学

佐賀県

社会貢献 2015年09月01日 神戸新聞

高齢者らの買い物支援 県立大生らが宅配モデル構築

兵庫県立大学

兵庫県

社会貢献 2015年09月02日 朝日新聞

愛知）来たれ学生、消防団へ 中京大が体験入団企画

中京大学

愛知県

社会貢献 2015年09月02日 岐阜新聞

薬剤師の地域貢献推進 岐阜薬科大が交流センター設置

岐阜薬科大学

岐阜県

社会貢献 2015年09月03日 朝日新聞

山口）萩焼の英語論文を共著 萩高生と九工大生

九州工業大学

山口県

社会貢献 2015年09月03日 十勝毎日新聞

帯大谷短大 手話を単位化

帯広大谷短期大学

北海道

社会貢献 2015年09月05日 中日新聞

福井駅前を「美のまち」に 地元大学生ら、まちづくり提案

福井工業大学／福井大学

福井県

社会貢献 2015年09月06日 山陰中央新報

島根県立大生らが弥栄で農作業 地域課題現場で学ぶ

島根県立大学／島根大学／島根県立
島根県
大学短期大学部

社会貢献 2015年09月12日 大分合同新聞

高齢者の自立促す 県立看護科学大が「予防的家庭訪問実習」

大分県立看護科学大学

大分県

社会貢献 2015年09月14日 産業経済新聞

～誰もがシェアするストーリーがある～麗澤大学と地域を繋ぐ“生きた図書館”「ヒュー
麗澤大学
マンライブラリ-」を通じた異文化教育の取り組み

千葉県

分野

記事タイトル

大学・短期大学

都道府県

公開講座 2015年06月22日 RBB TODAY

東大が高校生のための特別講座

東京大学

東京都

公開講座 2015年06月24日 産業経済新聞

文京区との共催イベント「文京ミ・ラ・イ対話」 地域住民50名・区職員・本学教員ととも
文京学院大学
に地域の課題と解決策を探る

東京都

公開講座 2015年06月26日 共同通信

金沢工業大学＿「科学実験教室」と「ものづくり教室」あわせて15講座開催。KITサ
マー・サイエンス・スクール開催

金沢工業大学

石川県

公開講座 2015年06月29日 苫小牧民報

苫駒大の北駒祭 地域住民でにぎわう

苫小牧駒沢大学

北海道

公開講座 2015年06月30日 文京経済新聞

文京学院大で「60 歳からのオープンキャンパス」 大学教員が6 つの体験講座

文京学院大学

東京都

多摩美術大学

東京都

日付

公開講座 2015年07月02日

媒体

二子玉川経済新
玉川高島屋で夏休み子ども教室 多摩美大、せたがや水辺の楽校など地域コラボも
聞

公開講座 2015年07月03日 苫小牧民報

苫駒大と仏教会が連携、市内の住職が講義、生涯学習に力

苫小牧駒沢大学

北海道

公開講座 2015年07月18日 大阪日日新聞

研究と市民 出会いの場 「世界一研究所」に関大参画

関西大学

大阪府

公開講座 2015年07月25日 奈良新聞

現代に通じる面白さ - 奈女大で古代の文書の魅力を探る講座

奈良女子大学

奈良県

公開講座 2015年08月01日 讀賣新聞

静岡大・読売講座 「生きる」複眼的に考察

静岡大学

静岡県

公開講座 2015年08月03日 朝日新聞

神奈川）学生が先生、国学院大で「親子みつばち教室」

國學院大学

神奈川県

公開講座 2015年08月05日 讀賣新聞

国際的科学者育てる 高校生向け宇大が開講

宇都宮大学

栃木県

公開講座 2015年08月09日 朝日新聞

徳島）子どもたちが実験楽しむ 徳島大で科学体験フェス

徳島大学

徳島県

公開講座 2015年08月09日 長野日報

高校生に科学のススメ 諏訪東理大で体験合宿

諏訪東京理科大学

長野県

公開講座 2015年08月14日 佐賀新聞

佐賀大で高校生体験 「キュレーター」仕事知って

佐賀大学

佐賀県

公開講座 2015年08月17日 讀賣新聞

玩具に鉱石、カルタ登場の公開日…東京電機大中

東京電機大学

東京都

公開講座 2015年08月19日 文京経済新聞

東京都

公開講座 2015年08月26日 奈良新聞

中央大学6号館で博物学イベント 「モバイルミュージアム＋ハンズオン6」
中央大学／東京大学
山形大、第４期のシニアインストラクタースクールの開校式－収益改善の指導者を養
山形大学
成
算数や理科で学ぼう - 奈良佐保短大で公開講座
奈良佐保短期大学

公開講座 2015年09月01日 北海道新聞

「酒」まじめに楽しく考えよう 道都大、６日に開放ＤＡＹ

北海道

公開講座 2015年08月21日 日刊工業新聞

道都大学

山形県
奈良県

公開講座 2015年09月02日 長野日報

環境共生のリーダーに 信大地域戦略センタープロゼミ１０月開講

信州大学

長野県

公開講座 2015年09月06日 沖縄タイムス

障がい者が働きやすい環境を 経営者ら沖縄大でシンポ

沖縄大学

沖縄県

記事タイトル

大学・短期大学

都道府県

産学連携 2015年06月17日 河北新報

若い発想で商品開発 ロフトと東北学院大連携

東北学院大学

宮城県

産学連携 2015年06月18日 朝日新聞

岩手）女子大生とコラボで新商品 大船渡の水産会社

相模女子大学

岩手県

産学連携 2015年06月23日 産業経済新聞

【視点】大学の「文系力」生かす 開放特許活用で中小企業に商機

埼玉大学

埼玉県

産学連携 2015年06月29日 神奈川新聞

活用策を学生考案 「休眠特許」若さで磨く 関東学院大と富士通が連携

関東学院大学

神奈川県

産学連携 2015年07月06日 財経新聞

女子栄養大とキリン、食と健康増進の産学連携包括協力で提携

女子栄養大学

東京都

産学連携 2015年07月15日 讀賣新聞

家業継ぐ人対象、名古屋商大に「信金推薦枠」

名古屋商科大学

愛知県

産学連携 2015年07月17日 財経新聞

徳島大学✖徳島新聞社「スモールビジネス開発研究室」開始

徳島大学

徳島県

産学連携 2015年07月20日 東奥日報

弘大が「起業家塾」

弘前大学

青森県

産学連携 2015年07月22日 福島民報

産学官連携で人材育成 いわき明星大が協議会設立

いわき明星大学

福島県

産学連携 2015年07月28日 讀賣新聞

林業の人材育成でタッグ

高知大学

高知県

ウォール・スト
産学連携 2015年08月28日 リート・ジャーナ
ル日本版

変身する東大、「シリコンバレー精神」育む

東京大学

東京都

産学連携 2015年09月03日 讀賣新聞

国際社会で活躍、人材育成 国際教養大など協定

国際教養大学

日本

産学連携 2015年09月07日 産業経済新聞

「微細気泡」１次産業に生かせ 高知県、産官学連携で研究開発

高知工業高等専門学校

高知県

産学連携 2015年09月10日 讀賣新聞

大銀と別府大が協定 人材育成など取り組む

別府大学

大分県

分野

日付

媒体

