
新聞記事ネット情報（2015年09月16日～2015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 2015年09月21日 日刊工業新聞 沖縄県、琉球大と地域課題への対応迅速化で連携協定 琉球大学 沖縄県

社会貢献 2015年09月22日 讀賣新聞 わがまち・マイタウン：九州共立大と地域連携協定　岡垣　／福岡 九州共立大学 福岡県

社会貢献 2015年09月23日 岐阜新聞 地方創生推進へ連携　美濃加茂市と岐阜大が協定 岐阜大学 岐阜県

社会貢献 2015年09月25日 静岡新聞 「用宗に人を」大学生ら奮闘　住民とタッグ　静岡 静岡大学／静岡県立大学／常葉大学 静岡県

社会貢献 2015年09月26日 讀賣新聞 机浜番屋群に県大施設…田野畑 岩手県立大学 岩手県

社会貢献 2015年09月26日 京都新聞 性犯罪から「守るんジャー」　京都橘大生がマップ作りへ 京都橘大学 京都府

社会貢献 2015年09月27日 奄美新聞 早大生ワークショップ報告会 早稲田大学 鹿児島県

社会貢献 2015年09月27日 静岡新聞 地域防災に大学の力　町歩き災害予想図作成　常葉大浜松キャンパス 常葉大学 静岡県

社会貢献 2015年09月28日 朝日新聞 千葉）地方創生グルメ開発　淑徳大生、山武産イチゴで 淑徳大学 千葉県

社会貢献 2015年09月28日 下野新聞 鹿沼の被災地でボランティア　宇都宮大生の活動続く　岩手、広島の学生と連携も
宇都宮大学／広島大学／岩手県立大
学 栃木県

社会貢献 2015年09月28日 奈良経済新聞 帝塚山大学のカフェ刷新　「東急ハンズ」デザイン監修、地域交流の場にも 帝塚山大学 奈良県

社会貢献 2015年09月28日 日本経済新聞 「吉里吉里カルタ」で郷土文化継承　学生作成、地元の教材に 明治学院大学 岩手県

社会貢献 2015年09月29日 神戸新聞 地域創生の育成策選定　文科省事業、神戸大や本社など連携
神戸大学／兵庫県立大学／神戸市看
護大学／園田学園女子大学／吉備国
際大学

兵庫県

社会貢献 2015年09月29日 室蘭民報 人材流出に歯止めを…室工大が国の地方創生事業に選定 室蘭工業大学 北海道

社会貢献 2015年09月30日 岩手日日新聞 若者、女性の定着目指し　岩大などの創造プロジェクト

岩手大学／岩手県立大学／岩手県立
大学盛岡短期大学部／岩手県立大学
宮古短期大学部／盛岡大学／富士大
学／一関工業高等専門学校

岩手県

社会貢献 2015年09月30日 福島民友新聞 福島県内就職支援へ事業　10月から福島大など４校
福島大学／東日本国際大学／桜の聖
母短期大学／福島工業高等専門学校

福島県

社会貢献 2015年10月01日 讀賣新聞 阪大生　地域活性に汗 大阪大学 奈良県



社会貢献 2015年10月01日 朝日新聞
千葉大学、卒業生の県内就職率10％アップを目指す！「地域産業イノベーション学」など
の教育プログラムの新設と、自治体と連携した産業創出の取組 千葉大学 千葉県

社会貢献 2015年10月03日 奈良新聞 地域つながり健康に - 広陵町・畿央大計画スタート 畿央大学 奈良県

社会貢献 2015年10月05日 福島民報 福大生が小高で稲刈り手伝う　ふくしま未来学実践学習 福島大学 福島県

社会貢献 2015年10月07日 神奈川県 お年寄りの生活支援　県立保健福祉大など８者、連携組織を設立 神奈川県立保健福祉大学 神奈川県

社会貢献 2015年10月08日 朝日新聞 京都）道の駅メニューに学生の知恵　栄養士の卵が開発中 京都文教短期大学 京都府

社会貢献 2015年10月09日 讀賣新聞 定住推進、島根大に拠点　国の地方創生事業４６機関連携
島根県立大学／島根県立大学短期大
学部／松江工業高等専門学校

島根県

社会貢献 2015年10月09日 毎日新聞 山形大：産学官で県内学生就職率アップ　大学が旗振り役　／山形 山形大学 山形県

社会貢献 2015年10月11日 讀賣新聞 袋菓子、防災ポーチに変身　高知大生考案 高知大学 高知県

社会貢献 2015年10月12日 共同通信
学生視点で地域文化を情報発信　政策情報学部朽木ゼミが地域紹介冊子「市川細見記
」を刊行

千葉商科大学 千葉県

社会貢献 2015年10月13日 朝日新聞 オペラ薫るワイン　大阪音楽大で商品化 大阪音楽大学 大阪府

社会貢献 2015年10月13日 南日本新聞 アジア芸術祭を食で応援　鹿児島女子短大生がファミマと商品開発　１３日発売 鹿児島女子短期大学 鹿児島県

社会貢献 2015年10月14日 河北新報 地方創生は大学から　若者定着へ就業体験
秋田県立大学／秋田大学／秋田工業
高等専門学校

秋田県

社会貢献 2015年10月17日 日本経済新聞 山形大、ベンチャー５社設立めざす　地方創生の文科省事業 山形大学 山形県

社会貢献 2015年10月21日 神奈川新聞 大学生がおもてなし　新百合ケ丘駅前でイベント２４日開催 田園調布学園大学 神奈川県

社会貢献 2015年10月21日 産業経済新聞 若さで消します！　神戸女子大１年生５人が消防団に入団　神戸市須磨区 神戸女子大学 兵庫県

社会貢献 2015年10月22日 東京新聞 【東京】東中野を歩く、走る、食べる　大人気「マップ」１万部増刷 明治大学 東京都

社会貢献 2015年10月22日 南日本新聞 小学生のデザイン画もとにエコスイーツ　鹿児島と姶良１４店で６０点販売 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2015年10月23日 南日本新聞 厄介者ウニをスナック菓子に　純心女子大生と漁師がタッグ　薩摩川内市 鹿児島純心女子大学 鹿児島県

社会貢献 2015年10月25日 静岡新聞 ハロウィーンで浜松の街に若者を　地元大学生が奔走 常葉大学 静岡県

社会貢献 2015年10月27日 釧路新聞 地元食材の割合は？/公立大生が調査 釧路公立大学 北海道

社会貢献 2015年10月29日 熊本日日新聞 「地域の記録」後世に　熊本大が史資料館設置へ 熊本大学 熊本県

社会貢献 2015年10月29日 タウンニュース 桜美林学園新キャンパス＿人と地域育てる拠点 教育＿一般開放し活性化を促進 桜美林大学 東京都



社会貢献 2015年11月01日 岩手日日新聞 国際化の課題考察　県立大　奥州で地域創造学習
岩手県立大学／岩手県立大学盛岡短
期大学部 岩手県

社会貢献 2015年11月03日 大分合同新聞 高校生が発想競う　発明や地域活性化案　アイデアコンテスト 大分大学 大分県

社会貢献 2015年11月04日 高知新聞 首都圏シニア呼び込め　高知県安田町で大学が協力し研修  立教大学／高知大学 高知県

社会貢献 2015年11月12日 朝日新聞 香川）香川大生が無人駅に「教室」　子どもに勉強教える 香川大学 香川県

社会貢献 2015年11月13日 神戸新聞 神戸山手女子高と同志社女子大　音楽教育で連携 同志社女子大学 兵庫県

社会貢献 2015年11月13日 福島民報 １２月郡山で成果報告会　福大の２７年度研究、地域連携 福島大学 福島県

社会貢献 2015年11月14日 朝日新聞 大阪）和泉市住民投票で公開討論会　桃山学院大が開催へ 桃山学院大学 大阪府

社会貢献 2015年11月15日 佐賀新聞 町と短大が連携協定　特産品使った玉ネギ酢完成 佐賀女子短期大学 佐賀県

社会貢献 2015年11月22日 南日本新聞 アフリカ米で貧困解消　鹿児島大生が学内栽培の米販売、収益を寄付 鹿児島大学 世界

社会貢献 2015年11月23日 紀伊民報 田辺の魅力を現地調査　追手門学院大学生２０人 追手門学院大学 和歌山県

社会貢献 ２０１５年11月24日河北新報 被災地農産品　早大生メニュー提案し売り込む 早稲田大学 東京都

社会貢献 2015年11月27日 朝日新聞 山形）「探究型学習」芸工大と推進　県教委が連携協定 東北芸術工科大学 山形県

社会貢献 2015年11月27日 八王子経済新聞 八王子で「まちなかにぎわいプロジェクト」　多摩美大生と地元商店主がコラボ 多摩美術大学 東京都

社会貢献 2015年11月29日 讀賣新聞 「商店街を元気に」　お店ＣＭ、大学生が制作 金沢工業大学 石川県

社会貢献 2015年11月29日 秋田魁新報 高校生のガイドで留学生ら街巡り　能代松陽高がコース考案 国際教養大学 秋田県

社会貢献 2015年12月06日 静岡新聞 英語で外国人教育　浜松学院大生発案「学校」開校 浜松学院大学 静岡県

社会貢献 2015年12月07日 産業経済新聞
工学院大学と八王子市が相互に初の包括連携協定を締結～防災減災から科学教育の
振興など特色ある連携を実現～

工学院大学 東京都

社会貢献 2015年12月07日 苫小牧民報 子ども育成部に若い活力　文教大生をサポーターに－恵庭黄金中央町内会 北海道文教大学 北海道

社会貢献 2015年12月07日 室蘭民報 室工大学生有志が本のリサイクル事業を出張開催 室蘭工業大学 北海道

社会貢献 2015年12月08日 長崎新聞 長崎県への修学旅行　促進へ 長崎大学 長崎県

社会貢献 2015年12月09日 岩手日日新聞 地域福祉の担い手育成　大学と連携し「つづき塾」 東北福祉大学 岩手県

社会貢献 2015年12月09日 加古川経済新聞 兵庫大学、高校生「ビジネスプラン・コンペ」初開催 地域活性プランなど計13プラン 兵庫大学 兵庫県

社会貢献 2015年12月11日 東大阪経済新聞 東大阪の商店街で「小阪ママっコラボ」講座　大阪樟蔭女子大学らが監修 大阪樟蔭女子大学 大阪府



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 2015年09月16日 産業経済新聞
大妻女子大学が10月31日から「学生と共に伝える博物館の見方・楽しみ方講座」（全
7回）を開催 -- 平成27年度地域連携プロジェクトの一環 大妻女子大学 東京都

公開講座 2015年09月20日 八重山毎日新聞 芸能の魅力に触れる　県立芸大 沖縄県立芸術大学 沖縄県

公開講座 2015年09月25日 讀賣新聞 戦争と中大見つめ直すシンポジウム 中央大学 東京都

公開講座 2015年09月25日 西日本新聞 別府大、「九州学」公開授業開始　来年１月まで、受講生を募集 [大分県] 別府大学 大分県

公開講座 2015年10月01日 名駅経済新聞 茨城大学でサイエンスカフェ　ラムサール条約登録の「涸沼」学ぶ 茨城大学 茨城県

公開講座 2015年10月08日 岩手日日新聞 人口減問題を多角的に　富士大市民セミナー開講 富士大学 岩手県

公開講座 2015年10月12日 朝日新聞 神奈川）標本にタッチ！　生命のフシギ　麻布大の博物館 麻布大学 神奈川県

公開講座 2015年10月20日 朝日新聞 静岡）新聞の未来、大学生らと考えた 静岡大学 静岡県

公開講座 2015年10月26日 産業経済新聞 【ＷＯＭＥＮ】女性管理職を育てよう　大学で講座、企業の勉強会、管理職ネットワークも 関西学院大学 大阪府

公開講座 2015年11月12日 河北新報 ＜北海道新幹線＞開業控え町おこしの課題探る 青森中央学院大学 青森県

公開講座 2015年11月19日 朝日新聞 神奈川）学徒出陣、写真で文書で　専修大で企画展 専修大学 東京都

公開講座 2015年11月20日 産業経済新聞
【出前講義＠関学大】混迷の大阪で奮闘　「あさ」の成長から学び取ろう　編集委員・石
野伸子の講義要旨

関西学院大学 兵庫県

公開講座 2015年11月22日 大宮経済新聞 埼玉大学の文化祭で、子ども向けマチヅクリアートのワークショップが開催 埼玉大学 埼玉県

公開講座 2015年11月25日
ニュースウォーカ
ー

第16回「横浜学」は、“横浜と橋”に決定。横浜の足もとを見つめなおそう 関東学院大学 神奈川県

公開講座 2015年12月05日 讀賣新聞 地域学校教育を考える　四日市大でシンポ 四日市大学 三重県

公開講座 2015年12月07日 港北経済新聞 あざみ野で東京芸大学院生によるアニメーションワークショップ 作品上映なども 東京藝術大学 神奈川県

公開講座 2015年12月07日 福島民報 最前線から復興学ぶ　福島大むらの大学南相馬で報告会 福島大学 福島県

公開講座 2015年12月08日 日本経済新聞 震災遺児の心サポート　宮城の大学でボランティア養成講座 尚絅学院大学 宮城県

公開講座 2015年12月10日 京都新聞 若者の投票率向上へＳＮＳ　聖泉大生と滋賀・米原市職員提案 聖泉大学 滋賀県

公開講座 2015年12月11日 静岡新聞 アイデアの創出法　大学准教授が指導　常葉菊川高で講座 ビジネス・ブレークスルー大学 静岡県

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 2015年09月20日 十勝毎日新聞 「ハム勝つ」でＣＳ後押し　畜大生が販売　帯広 帯広畜産大学 北海道



産学連携 2015年09月30日 讀賣新聞 金大が産学官連携事業

金沢大学／金沢県立大学／金沢県立
看護大学／金沢工業大学／金沢学院
大学／金沢星稜大学／金城大学／北
陸大学

石川県

産学連携 2015年10月06日 北海道新聞 北海道銀行の地方創生ファンド、北大発創薬ベンチャーの医化学創薬に出資 北海道大学 北海道

産学連携 2015年10月07日 讀賣新聞 おもてなし人材育成　四日市大 四日市大学 三重県

産学連携 2015年10月16日 讀賣新聞 合成クモ糸　企業と連携…鶴岡高専 鶴岡工業高等専門学校 山形県

産学連携 2015年10月21日 NHK 愛大　産官学連携に数値目標 愛媛大学 愛媛県

産学連携 2015年10月21日 岐阜新聞 岐阜大がイオンと協定　流通や商品開発で研究成果提供 岐阜大学 日本

産学連携 2015年10月22日 日本経済新聞 東大が改革方針、産学官民で連携　学長「強み研ぎ澄ます」 東京大学 東京都

産学連携 2015年10月27日 産業経済新聞 学生情報センター、東京工科大のコーオプ教育支援　西武信金と連携 東京工科大学 東京都

産学連携 2015年10月29日 日刊工業新聞
東大、事業化構想力備える人材育成で成果－大学・企業の研究者ら対象にプログラム
実施

東京大学 日本

産学連携 2015年11月02日 静岡新聞 遠州つむぎに「カワイイ」融合　静岡文芸大生が雑貨開発 静岡文化芸術大学 静岡県

産学連携 2015年11月12日 朝日新聞 クリアファイルにフォースの力？　関学大がＳＷとコラボ 関西学院大学 兵庫県

産学連携 2015年11月14日 神戸新聞 関西学院大学と神戸新聞社が連携協定　地域課題の解決へ 関西学院大学 兵庫県

産学連携 2015年11月26日 朝日新聞 兵庫）女子大生考案のメニュー好評　舞子ホテルで提供 神戸女子大学 兵庫県

産学連携 2015年11月26日 毎日新聞 ＜地方創生＞長崎国際大と親和銀、産学連携　協定結ぶ　／長崎 長崎国際大学 長崎県

産学連携 2015年11月27日 大阪日日新聞 日本酒とよい出合いを　阪大サークルと酒造コラボ 大阪大学 大阪府

産学連携 2015年12月05日 産業経済新聞 ピンク色に変わるうどんが人気、大阪電通大の学生が開発 大阪電気通信大学 大阪府

産学連携 2015年12月10日 産業経済新聞 明治と帝京大が共同研究　チョコレートのカカオプロテインで便秘改善 帝京大学 日本


