新聞記事ネット情報（2016年06月16日～2016年09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 2016年06月16日 神奈川新聞

災害時廃棄物仮置き場に 全国初、横浜市と３大学が協定

横浜国立大学／横浜商科大学／横浜
神奈川県
市立大学

社会貢献 2016年06月17日 朝日新聞

愛知）愛知学泉大と古橋会、養蚕で地域おこし 豊田

愛知学泉大学

愛知県

社会貢献 2016年06月19日 讀賣新聞

熊大、地震被害１５０億円規模 復興プロジェクト推進へ

熊本大学

熊本県

社会貢献 2016年06月21日 佐賀新聞

西九州大生、幸齢セミナーで高齢者と交流＿介護や福祉の仕事志す３０人 レクリエー
西九州大学
ションや料理楽しく

佐賀県

社会貢献 2016年06月23日 大分合同新聞

木佐上コミュニティーセンター開所 住民と学生、学びの場に

日本文理大学

大分県

社会貢献 2016年06月25日 常陽新聞

筑波学院大とモーハウス連携協定 Webデザインやインターンで女性活躍意識

筑波学院大学

茨城県

社会貢献 2016年06月26日 東京新聞

【神奈川】空き店舗で英会話教室 横須賀で関東学院大が中高生向け

関東学院大学

神奈川県

社会貢献 2016年06月26日 福島民友新聞

教育の質向上へ連携 猪苗代町と東京学芸大、27日に包括協定

東京学芸大学

福島県

社会貢献 2016年06月29日 中野経済新聞

明治大学で中野区長と留学生の意見交換会 「世界のNAKANOへ」テーマに

明治大学

東京都

社会貢献 2016年06月30日 時事通信

生活保護、１４万人のデータ解析＝受給者最多、大学と連携－大阪市

大阪市立大学

大阪府

社会貢献 2016年07月03日 大宮経済新聞

芝浦工大・大宮キャンパスで「子ども大学」入学式 地元小学児童100人が参加

芝浦工業大学

埼玉県

社会貢献 2016年07月07日 山形新聞

西川町、20日に「里山研究所」立ち上げ 地元で暮らす価値観創出

山形大学／東北文教大学／東北工業
山形大学
大学／跡見学園女子大学

社会貢献 2016年07月08日 愛媛新聞

愛媛大「地域協働センター西条」開設記念式典

愛媛大学

愛媛県

社会貢献 2016年07月08日 北海道新聞

子どもの貧困、現状は 藤女子大が本を出版

藤女子大学

北海道

社会貢献 2016年07月08日 盛岡タイムス

学生が授業アシスタント 県立大が高大連携協定 盛岡商と県内高で初 双方のプラ
ス効果期待

岩手県立大学

岩手県

社会貢献 2016年07月09日 財経新聞

京都産業大学の学生が地域・企業と連携し祇園祭函谷鉾の運営に参加

京都産業大学

京都府

社会貢献 2016年07月10日 朝日新聞

（ひらけ！進路・新路・針路）地域の「見える化」 データで発見、まちの課題

金沢工業大学

石川県

社会貢献 2016年07月11日 大分合同新聞

大分大の教員、学生ら 調査、支援活動を報告

大分大学

大分県

社会貢献 2016年07月16日 琉球新報

久米島町、佐賀大、伊万里市 海洋発電で協定

佐賀大学

佐賀県／沖縄県

社会貢献 2016年07月17日 河北新報

地域で輝く人紹介 町広報紙に宮城大生担当ページ

宮城大学

宮城県

社会貢献 2016年07月17日 紀伊民報

地域の課題をビジネスで解決 田辺市が未来創造塾

富山大学

和歌山県

社会貢献 2016年07月17日 奈良新聞

活発な交流期待 - 活動拠点開所「連携で活性化」／奈良女子大学下市アクティビティ 奈良女子大学／奈良工業高等専門学
奈良県
センター
校

社会貢献 2016年07月20日 岩手日報

岩手大が起業家育成へ 10月から新プロジェクト

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

社会貢献 2016年07月20日 高知新聞

炭焼きなど地域文化後世へ 安芸市で高知県大生が雑誌作り

高知県立大学

高知県

社会貢献 2016年07月21日 高知新聞

お茶の水女子大学が高知県宿毛市と協定 理科授業の充実へ

お茶の水女子大学

高知県

社会貢献 2016年07月22日 長崎新聞

県立大生が起業計画を提案

長崎県立大学／佐世保工業高等専門
長崎県
学校

社会貢献 2016年07月24日 毎日新聞

淑徳大学学生消防団 地域の防災活動認められ

淑徳大学

千葉県

社会貢献 2016年07月29日 東京新聞

【栃木】足利工業大と佐野高が連携教育協定 研究参加、出前授業…

足利工業大学

栃木県

社会貢献 2016年07月31日 茨城新聞

避難者支援の歩み記録 筑波学院大と東大 映像アーカイブ制作、公開

筑波学院大学／東京大学

茨城県

社会貢献 2016年08月01日 信濃毎日新聞

小布施町、東大先端研とラボ 地域再生を研究へ

東京大学

長野県

社会貢献 2016年08月02日 小倉経済新聞

北九州産トマトのふりかけ「トマふり」 女子大生が地域振興で開発

九州女子大学

福岡県

社会貢献 2016年08月03日 港北経済新聞

5年目迎えた国学院大の養蜂企画 一般参加の採蜜や親子向けワークショップも

國學院大学

神奈川県

社会貢献 2016年08月09日 神戸新聞

神大、食材を無料供給へ 神戸・灘の「子ども食堂」に

神戸大学

兵庫県

社会貢献 2016年08月09日 毎日新聞

大学倶楽部・敬愛大＿空港で働くスペシャリストを育成 「エアポートNARITA地域産業
学」を開講

千葉大学／敬愛大学

千葉県

社会貢献 2016年08月10日 熊野新聞

大学生の視点で提言＿熊野再発見プロジェクト＿京都橘大

京都橘大学

和歌山県

社会貢献 2016年08月20日 朝日新聞

熊本）東海大生が今年も阿蘇で援農

東海大学

熊本県

社会貢献 2016年08月28日 東京新聞

【群馬】前橋国際大の学生ら中心市街地の活性化に一役 中央通り商店街で「けぇろう
共愛学園前橋国際大学
祭」

群馬県

社会貢献 2016年09月02日 神戸新聞

起業で都市と農村結ぶ 篠山と神大が「スクール」

神戸大学

兵庫県

社会貢献 2016年09月02日 陸奥新報

千葉商科大生 弘前市に地域活性化策提案

千葉商科大学

青森県

社会貢献 2016年09月03日 紀南新聞

「若者の定住を考える」＿地方創生事業の一環＿三重大学生らが紀宝町へ

三重大学／三重県立看護大学／四日
市大学／皇學館大学／鈴鹿大学／鈴
鹿医療科学大学／四日市看護医療大
学／鈴鹿大学短期大学部／三重短期 三重県
大学／高田短期大学／鈴鹿工業高等
専門学校／鳥羽商船高等専門学校／
近畿大学工業高等専門学校

社会貢献 2016年09月11日 徳島新聞

大学や町流通センター構想 神山ＳＯ、明大生がアイデア発表

明治大学

徳島県

社会貢献 2016年09月14日 陸奥新報

“弘前力”で久慈支援 学生ら復旧作業に汗

弘前大学

岩手県

社会貢献 2016年09月15日 東奥日報

青大が観光研究センター来春開設 人材を育成

青森大学

青森県

社会貢献 2016年09月15日 中日新聞

富山大、来月から新講義 富山湾の観光客１０倍 学生が案を

富山大学

富山県

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 2016年06月16日 産業経済新聞

帝京平成大学が池袋キャンパスにて公開講座（としまコミュニティ大学講座）を開催

帝京平成大学

東京都

公開講座 2016年06月21日 秋田経済新聞

秋田美大が「角館」で新講座 「新しいおもてなし」体験型展覧会も

秋田公立美術大学

秋田県

関東学院大学

神奈川県

お茶の水女子女子大学

東京都

山口東京理科大学

山口県

公開講座 2016年06月22日

ニュースウォーカ
生涯学習講座・横浜学「横浜と学校」が開催！
ー

公開講座 2016年06月25日 朝日新聞
公開講座 2016年06月25日

「多様性」について考えよう お茶の水女子大で講演会

山口宇部経済新
山口東京理科大学で「子供向けプログラミング講座」開講 小中学生が大学に通学
聞

公開講座 2016年07月02日 河北新報

経営力ある人材育成へ きらやか銀と山形大が講義

山形大学

山形県

公開講座 2016年07月08日 佐賀新聞

佐賀大で学芸員“体験”講座 全３回、参加無料

佐賀大学

佐賀県

公開講座 2016年07月18日 奄美新聞

琉大、奄美市で出前講座

琉球大学

鹿児島県

公開講座 2016年08月00日 日本経済新聞

プログラミング教育から、“高大接続”まで多様な教育ICTの議論――2016 PCカンファ
レンスより

大阪大学

大阪府

公開講座 2016年08月06日 愛媛新聞

四国サイコーダイガク開講 愛媛大

愛媛大学／松山大学

愛媛県

公開講座 2016年08月06日 陸奥新報

弘大が「環境人材育成講座」を来月開設

弘前大学

青森県

公開講座 2016年08月08日 奈良新聞

奈良女子大学／三重大学／和歌山大
地域を学び未来展望 - 活性化への研究報告／奈女大、三重大、和歌山大連携シンポ 学
奈良県

公開講座 2016年08月10日 尼崎経済新聞

尼崎の産業技術短大で親子ワークショップ ものづくり通じて絆深める

産業技術短期大学

兵庫県

公開講座 2016年08月12日 秋田魁新報

東大研究員と地域の将来像考える 五城目高で連携授業

東京大学

秋田県

公開講座 2016年08月16日 高知新聞

高知県香南市で地域の将来考える 高知大学の無料出前講座

高知大学

高知県

公開講座 2016年08月18日 河北新報

＜東北学院大＞理科の楽しさ 先生向けに講座

東北学院大学

宮城県

公開講座 2016年08月18日 佐賀新聞

葉隠の世界紹介、西九州大で講座 葉隠研究会の大嶋副会長

西九州大学

佐賀県

公開講座 2016年08月22日 讀賣新聞

科学の面白さ紹介 名大で英実験講座

名古屋大学

愛知県

公開講座 2016年08月22日 岐阜新聞

熱いぞ夏の好奇心 岐阜大で科学合宿 中学生、難問に挑戦

岐阜大学

岐阜県

公開講座 2016年08月24日 日本経済新聞

【催し】明治大学が不動産のプロ養成講座、第1弾は「事業用不動産開発」

明治大学

東京都

公開講座 2016年08月25日 八王子経済新聞 工学院大学で「わくわくサイエンス祭」 多摩地区最大の科学教室

工学院大学

東京都

公開講座 2016年08月25日 毎日新聞

大学倶楽部・神戸市外国語大＿小学校教員２５０人が「外国語活動」の教え方学ぶ

神戸市外国語大学

兵庫県

公開講座 2016年08月25日 宮古新報

大学生と中学生交流、琉大塾始まる

琉球大学

沖縄県

公開講座 2016年08月27日 佐賀新聞

佐大教職大学院、初の教員向け講座 １００人受講

佐賀大学

佐賀県

公開講座 2016年08月27日 佐賀新聞

地域創生テーマに９月から３講座 受講無料

西九州大学

佐賀県

公開講座 2016年09月07日 宮古新報

ごみ分別など学ぶ、東海大が南小で出前授業

東海大学

沖縄県

公開講座 2016年09月11日 長野日報

大学の研究に触れる 諏訪東理大

諏訪東京理科大学

長野県

公開講座 2016年09月13日 毎日新聞

大学倶楽部・大阪教育大＿目指せ！理科大好き先生 若手教員対象に実験教室開催 大阪教育大学

分野

日付

媒体

記事タイトル

大学・短期大学

大阪府
都道府県

産学連携 2016年06月24日 産業経済新聞

日立、京大とＡＩなど開発 共同で技術革新創出「ラボ」

京都大学

京都府

産学連携 2016年06月27日 中日新聞

ハイテク歩行カート 開発中 富大や富山市、産学官で

富山大学

富山県

産学連携 2016年06月28日 高松経済新聞

高松の菓子工房が地域食材使った新商品販売へ

香川大学

香川県

産学連携 2016年06月29日 岐阜新聞

贈り物に「清流の匠」を 朝日大生、大垣の企業と新商品

朝日大学

岐阜県

産学連携 2016年07月01日 RBB TODAY

IoTで地域活性化！オムロン＆福井大が取り組み開始

福井大学

福井県

産学連携 2016年07月03日 毎日新聞

山梨中銀＿連携コーディネーター、山梨大に行員常駐 ／山梨

山梨大学

山梨県

産学連携 2016年07月06日 江東経済新聞

江東区の商店街に若いアイデア 千葉商科大学が提携

千葉商科大学

東京都

産学連携 2016年07月08日 日刊工業新聞

日本公庫、女性起業融資を新設－昭和女子大と連携

昭和女子大学

東京都

産学連携 2016年07月15日 朝日新聞

奈良）学生が企業と協力、靴下の無料情報誌発行

奈良芸術短期大学

産学連携 2016年07月21日 岩手日日新聞

情報系人材を育成 文科省・教育プログラム

岩手大学／名古屋大学／徳島大学／
九州大学／東海大学／南山大学／／
岩手県立大学／筑波大学／室蘭工業
日本
大学／埼玉大学／愛媛大学／琉球大
学／公立はこだて未来大学／会津大
学／産業技術大学院大学

産学連携 2016年07月21日 日本経済新聞

関大・ツタヤ、起業家支援のカフェ、梅田の新キャンパスに

関西大学

日本

産学連携 2016年07月29日 神奈川新聞

学生案シェアハウス採用 空き家利活用でプロジェクト具体化

横浜市立大学

神奈川県

産学連携 2016年08月01日 中日新聞

女性研究者を応援します 産学４者が連携

岐阜大学／岐阜薬科大学／岐阜女子
岐阜県
大学

産学連携 2016年08月01日 日本経済新聞

AIを活用した「社会性エージェント」を開発へ

大阪大学

日本

産学連携 2016年08月02日 時事通信

再生医療で共同研究＝阪大とロート、実用化目指す

大阪大学

大阪府

産学連携 2016年08月05日 日本経済新聞

東京都市大、いわき市に産学連携拠点

東京都市大学

福島県

産学連携 2016年08月10日 讀賣新聞

ＡＩ実用化へ中核拠点…千葉・柏と臨海副都心に

東京大学

千葉県

東京都市大学

東京都

産学連携 2016年08月12日

二子玉川経済新
都市大生が地域コミュニティーサロン設計を発表 多世代交流実現目指す
聞

奈良県

産学連携 2016年08月13日 讀賣新聞

女子力で新商品開発・・・大経大生、ＯＧら

大阪経済大学

大阪府

産学連携 2016年08月15日 高知新聞

スラリー氷で三陸の魚を新鮮輸送 高知工科大と岩手の水産会社

高知工科大学

高知県／岩手県

産学連携 2016年09月02日 日本経済新聞

まずはAIチップ実用化、NECが東大と包括提携

東京大学

日本

産学連携 2016年09月08日 東京新聞

【栃木】作新学院大・女子短大が県経営者協会と協定 キャリア支援など推進

作新学院大学／作新学院大学女子短
栃木県
期大学部

産学連携 2016年09月08日 讀賣新聞

女子大生の梅酒 商品化…町田

相模女子大学

神奈川県

産学連携 2016年09月08日 徳島新聞

女子美大生とけん制企業連携 女性向け商品開発

女子美術大学

徳島県

産学連携 2016年09月08日 山形新聞

山形大が今月、ベンチャー設立へ 廃校活用し工場、常温乾燥技術で食品加工

山形大学

山形県

産学連携 2016年09月13日 大阪日日新聞

産官学結ぶ 関大イノベーション創生センター竣工

関西大学

大阪府

産学連携 2016年09月13日 町田経済新聞

「ありがとうの思い」を作品に 玉川大学と小田急百貨店が教育連携

玉川大学

東京都

産学連携 2016年09月15日 神戸新聞

企業寄付で大学が防災士養成へ

関西国際大学

兵庫県／大阪府

