新聞記事ネット情報（2016年09月16日～2016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 2016年09月17日 日本経済新聞

オープンデータ使い地域の課題解決 東大が自治体と連携事業

東京大学

日本

社会貢献 2016年09月17日 山口新聞

下関の魅力、外国語で 梅光大生が観光ガイド実習

梅光学院大学

山口県

社会貢献 2016年09月18日 宮古毎日新聞

乾燥トマトなど新商品に／慶應大玉村研究会＿みやこ福祉会に研究成果提案

慶應義塾大学

沖縄県

社会貢献 2016年09月19日 神奈川新聞

認知症理解へ大学生と商店街が協力 横浜、キャンペーン展開へ

神奈川大学

神奈川県

社会貢献 2016年09月24日 東日新聞

地域連携の新たな取り組みに＿ＳＥＮＡと愛大研究成果生かす協定結ぶ／共同研究
や人材育成、教育プログラム開発など

愛知大学

愛知県／静岡県
／長野県

若者視点で販促、PR 大学・高専コンソーシアム＿常陸太田、道の駅と連携
社会貢献 2016年09月27日 茨城新聞

「いばらき地域づくり大学・高専コンソーシアム」
茨城大学／茨城キリスト教大学／茨城工業高等専門学校／常磐大学／茨城県立医療大学／茨城女子短期大学／筑波大学
／筑波学院大学／筑波技術大学／つくば国際大学／日本ウェルネススポーツ大学／放送大学（茨城学習センター）／流通経
済大学

茨城県

社会貢献 2016年09月28日 朝日新聞

山形）谷柏田植踊復活へ、地元住民と学生が奮闘

東北文教大学

山形県

社会貢献 2016年09月29日 東京新聞

【群馬】群馬大と川場村 地域づくりと人材養成で協定

群馬大学

群馬県

社会貢献 2016年09月30日 神戸新聞

姫路市と姫路日ノ本短大 保育士確保などで連携

姫路日ノ本短期大学

兵庫県

社会貢献 2016年10月04日 神戸新聞

リズム体操で健康に 大学生ら考案、高齢者に指導

園田学園女子大学

兵庫県

社会貢献 2016年10月05日 烏丸経済新聞

京都刑務所と京都女子大が包括連携 学生から木工製品アイデア提供など

京都女子大学

京都府

社会貢献 2016年10月05日 東奥日報

青森県立保健大「おかず味噌汁」で健康づくり

青森県立保健大学

青森県

社会貢献 2016年10月06日 伊勢新聞

地方創生で連携強化 玉城町と三重大、協定締結

三重大学

三重県

社会貢献 2016年10月12日 讀賣新聞

共同募金 寄付増へ工夫…女子大や市民団体と協力

宮城学院女子大学

宮城県

社会貢献 2016年10月12日 山陽新聞

くらしき若衆に学生１４人初認定 倉敷芸科大、地域での活躍期待

倉敷芸術科学大学

岡山県

社会貢献 2016年10月13日 讀賣新聞

福大生ら地域活性化へ 田村で農業体験

福島大学

福島県

社会貢献 2016年10月13日 文京経済新聞

文京・茗荷谷の商店街で女子大生がスタンプラリー 「大正ロマン」コンセプトに

跡見学園女子大学

東京都

大学リーグやまぐち発足 定着促進、地域貢献で連携
社会貢献 2016年10月13日 山口新聞

「大学リーグやまぐち」
山口県
宇部フロンティア大学／山陽小野田市立山口東京理科大学／至誠館大学／下関市立大学／水産大学校／東亜大学／徳山大
学／梅光学院大学／放送大学山口学習センター／山口学芸大学／山口県立大学／山口大学／岩国短期大学／宇部フロンテ
ィア大学短期大学部／下関短期大学／山口芸術短期大学／山口短期大学／徳山工業高等専門学校

社会貢献 2016年10月20日 朝日新聞

富山）富山大と魚津市の連携ゼミ「地域再生論」開講

富山大学／富山県立大学／富山国際
大学／富山短期大学／富山福祉短期 富山県
大学／富山高等専門学校

社会貢献 2016年10月22日 河北新報

＜原発事故＞葛尾村農業再生へ東北大と連携

東北大学

福島県

社会貢献 2016年10月22日 東奥日報

八工大生が中心街活性化へ現地調査

八戸工業大学

青森県

社会貢献 2016年10月23日 日本経済新聞

次々繰り出す新サービス、医学を基礎とするまちづくり＿「MBT」の進捗を奈良県立医
大の梅田氏が語る

奈良県立医科大学

奈良県

社会貢献 2016年10月25日 河北新報

大学発の地方創生を 岩手５大学と連携

岩手大学／岩手医科大学／岩手県立
岩手県
大学／盛岡大学／岩手看護短期大学

社会貢献 2016年10月26日 室蘭民報

「地域創生」研究地に、札幌市立大と壮瞥町商工会連携

札幌市立大学

北海道

社会貢献 2016年10月27日 讀賣新聞

廃炉の実態学び発信へ…福島大生

福島大学

福島県

社会貢献 2016年10月27日 徳島新聞

みまからで洋風調味料 四国大生とつるぎ高生試作

四国大学短期大学部

徳島県

社会貢献 2016年11月01日 宮古新報

宮古島市、琉大、名桜大が雇用創出・若者定着で締結

琉球大学／名桜大学

沖縄県

社会貢献 2016年11月04日 宮崎日日新聞

延岡活性、大正大生が提言 実習で４０日間滞在

大正大学

宮崎県

社会貢献 2016年11月06日 秋田魁新報

学生の消防団員増加 大館市が突出、認証制度で就活後押し

秋田看護福祉大学

秋田県

社会貢献 2016年11月06日 京都新聞

ギャラリー開放、学生が文化発信 京都美術工芸大東山キャンパス

京都美術工芸大学

京都府

社会貢献 2016年11月07日 神戸新聞

地域貢献の人材育成へ連携協定 兵庫大と東播磨高

兵庫大学／兵庫大学短期大学部

兵庫県

社会貢献 2016年11月08日 讀賣新聞

高蔵寺ニュータウン再生へ交流

中部大学

愛知県

社会貢献 2016年11月09日 産業経済新聞

同志社大山岳部、ネパールで学校再建支援 ＯＢや現役生「安心して学んで」 京都

同志社大学

世界

社会貢献 2016年11月10日 東京新聞

【神奈川】認知症患者、地域で暮らし続ける 専大学生ら共生プロジェクト

専修大学／慶應義塾大学／青山学院 神奈川県／東京
大学
都

社会貢献 2016年11月14日 神戸新聞

朝来市と関学大が連携協定 観光振興などで協力

関西学院大学

兵庫県

社会貢献 2016年11月18日 東京新聞

【神奈川】企画力高めて地域貢献 日本女子大生の「サクラボ」

日本女子大学

神奈川県

社会貢献 2016年11月18日 岩手日報

恋し浜ホタテ、明治大学食で 復興支援へ学生提案

明治大学

岩手県

岩手県／宮城県
／福島県

社会貢献 2016年11月19日 産業経済新聞

早大生、「食」で被災地支援 東北産素材メニュー考案、商店街で提供

早稲田大学

社会貢献 2016年11月25日 北海道新聞

釧公大×釧教大×釧路短大×釧高専 ４者連携 魅力向上へ

釧路公立大学／北海道教育大学釧路
校／釧路短期大学／釧路工業高等専 北海道
門学校

社会貢献 2016年11月26日 東京新聞

【千葉】朝市で農家と企業を応援 淑徳大生企画、スーパーが協力 あす千葉市

淑徳大学

社会貢献 2016年11月26日 産業経済新聞

全国公立大、地域防災力強化で相互連携 「防災リーダー」輩出へ ネットワーク構想
浮上

大阪市立大学／大阪府立大学／兵庫
日本
県立大学／岩手県立大学

社会貢献 2016年11月29日 朝日新聞

広島）平和教育拡充へ 広島大と平和文化センターが協定

広島大学

広島県

社会貢献 2016年11月29日 高知新聞

地元学で津野町を元気に 高知県立大学と連携し事業展開

高知県立大学

高知県

社会貢献 2016年12月04日 朝日新聞

福岡）学生目線で地元ＰＲツアー 北九大生が企画

北九州市立大学

福岡県

社会貢献 2016年12月04日 伊勢新聞

「まちなか研究室」開設 皇學館大と伊勢市、伊勢商議所 市民と交流イベントも

皇學館大学

三重県

社会貢献 2016年12月05日 静岡新聞

３大学ゼミ生、政策提言 静岡県の人口流出抑止

静岡大学／静岡県立大学／静岡文化
静岡県
芸術大学

社会貢献 2016年12月07日 河北新報

避難解除の村 大学と連携し活性化策探る

郡山女子大学／郡山女子大学短期大
福島県
学部

社会貢献 2016年12月07日 神戸経済新聞

神戸市がスタバ、近大とコラボ調査 「バイオコークス」製造、ごみ処理量削減図る

近畿大学

千葉県

兵庫県

丹波・市島の魅力発信へ 大学生らが被災地ツアー

社会貢献 2016年12月10日 神戸新聞

「大学コンソーシアムひょうご」
明石工業高等専門学校／芦屋大学／芦屋学園短期大学／大手前大学／関西国際大学／関西福祉大学／関西学院大学／聖
和短期大学／神戸医療福祉大学／甲南大学／甲南女子大学／神戸海星女子学院大学／神戸大学／神戸芸術工科大学／神 兵庫県
戸学院大学／神戸市外国語大学／神戸国際大学／神戸松蔭女子学院大学／神戸市看護大学／神戸女子大学／神戸女子短
期大学／神戸女学院大学／神戸常盤大学／神戸常盤大学短期大学部／神戸親和女子大学／神戸山手大学／神戸山手短期
大学／神戸薬科大学／園田学園女子大学／園田学園女子大学短期大学部／宝塚大学／宝塚医療大学／姫路大学／姫路獨
協大学／兵庫大学／兵庫大学短期大学部／兵庫医科大学／兵庫医療大学／兵庫教育大学／兵庫県立大学／流通科学大学

社会貢献 2016年12月11日 秋田魁新報

留学生が潟上市豊川の盆踊りを調査 「地域の絆強くする文化」

秋田大学

秋田県

社会貢献 2016年12月11日 京都新聞

京都・静原の農業、京産大生が応援 農作物でブランド確立目指す

京都産業大学

京都府

社会貢献 2016年12月14日 沖縄タイムス

沖大、子どもの貧困解決拠点を年度内に整備 学習支援や調査研究

沖縄大学

沖縄県

社会貢献 2016年12月15日 朝日新聞

静岡）スポーツで地域貢献、取り組み強化 静岡産大

静岡産業大学

静岡県

社会貢献 2016年12月15日 河北新報

＜カニだしラーメン＞大学と港町の味に栄誉

石巻専修大学

宮城県／鳥取県

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09月24日 産業経済新聞

武蔵野大学で無料公開講座「能・狂言とゆかりの寺」

武蔵野大学

東京都

公開講座 2016年09月25日 産業経済新聞

松山観光のガイド育成へコンシェルジェ講座開講

松山大学

愛媛県

公開講座 2016年09月28日 日刊工業新聞

福島大、地域型再生エネ創出人材を養成する実践的講座

福島大学

福島県

公開講座 2016年10月04日 大宮経済新聞

上尾の聖学院大学でいじめに関するシンポジウム 地域住民に参加呼び掛け

聖学院大学

埼玉県

公開講座 2016年10月12日 朝日新聞

愛知）江戸・明治の食、こんな味 名古屋女子大で企画展

名古屋女子大学

愛知県

公開講座 2016年10月13日 南日本新聞

鹿児島大学若手教員らが「サイエンスカフェ」 研究成果 市民と共有

鹿児島大学

鹿児島県

公開講座 2016年10月22日 朝日新聞

群馬）石膏像に吹き出し 県立女子大でユニークな美術展

群馬県立女子大学

群馬県

公開講座 2016年11月04日 ZAKZAK

【大学で学ぼう】学習院大学 認知症の初期症状を知る

学習院大学

東京都

公開講座 2016年11月06日 福島民友新聞

大学教育の充実考える いわきで福島県内初「大学人サミット」

東日本国際大学

福島県

公開講座 2016年11月07日 讀賣新聞

障害者の避難受け入れ報告 熊本学園大でシンポ

熊本学園大学

熊本県

公開講座 2016年11月17日 下野新聞

「那珂川学」馬頭高で開講式 町長も講師、地方創生への興味促す

帝京大学

栃木県

公開講座 2016年11月17日 神戸新聞

甲南大でニュースカフェ 地域課題の取り組み報告

甲南大学

兵庫県

公開講座 2016年11月17日 静岡新聞

「大震法」パネルで解説 静大防災総合センターが通年企画

静岡大学

静岡県

公開講座 2016年11月18日 尼崎経済新聞

尼崎の「学び」情報発信 「みんなの尼崎大学」始動へ、プレイベントも

園田学園女子大学

兵庫県

公開講座 2016年11月20日 神戸新聞

地域の防災、減災を考える 兵庫大で「熟議」

兵庫大学

兵庫県

公開講座 2016年11月23日 産業経済新聞

「起業の波は田舎で始まる」 愛媛大で中山間地域活性化へ議論

愛媛大学

愛媛県

公開講座 2016年11月29日 東京新聞

【栃木】計測技術生かし「耐震」に反映を 宇大が防災シンポ

宇都宮大学

栃木県

公開講座 2016年11月30日 港北経済新聞

たまプラで東京芸術大学院生らによる子ども向けアニメーションワークショップ

東京藝術大学

神奈川県

公開講座 2016年12月01日 ZAKZAK

【大学で学ぼう】同志社大学で中東イスラームの不安定化を読む 中国の対外政策と
海洋問題を考える講座も

同志社大学

東京都

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 2016年09月16日 日本経済新聞

廃校で生鮮乾燥加工場 山形大発ＶＢ、地域ブランド化

山形大学

山形県／新潟県

産学連携 2016年09月22日 朝日新聞

滋賀）滋賀大、民間企業との連携活発化 新学部設置控え

滋賀大学

日本

産学連携 2016年09月23日 上毛新聞

地元企業支援で大学・高専連携 桐生でキックオフシンポ

群馬大学／前橋工科大学／足利工業
群馬県／栃木県
大学／群馬工業高等専門学校

産学連携 2016年09月25日 産業経済新聞

東武鉄道と沿線２大学が連携し越生の街あるき観光パンフ

跡見学園女子大学／淑徳大学

埼玉県

産学連携 2016年10月03日 産業経済新聞

美容でも近大ブランド存在感 産学連携の強化実る 大阪

近畿大学

大阪府／和歌山県

産学連携 2016年10月05日 神戸新聞

西宮の企業、学生と猫商品開発にゃ～フェリシモ

神戸女学院大学／武庫川女子大学／
日本
関西学院大学

産学連携 2016年10月07日 西日本新聞

産学官で福祉機器開発 糸島市の「ふれあいラボ」開設半年 [福岡県]

九州大学

福岡県

産学連携 2016年10月08日 讀賣新聞

女子大生考案 甘い新商品

金城学院大学

愛知県

産学連携 2016年10月11日 RBB TODAY

次世代のセキュリティ技術！産学連携の最新研究3選

山梨大学／東京電機大学

日本

産学連携 2016年10月12日 十勝毎日新聞

共同研究でユニークパン 満寿屋商店と帯広畜産大学

帯広畜産大学

北海道

産学連携 2016年10月13日 大阪日日新聞

関大開発の「氷結晶制御技術」 ベンチャーが活動開始

関西大学

大阪府

産学連携 2016年10月14日 日本経済新聞

ＪＲ東、杏林大と訪日客調査 ニーズ把握へ連携

杏林大学

東京都

産学連携 2016年10月17日 朝日新聞

愛知）産学連携で開発 コーヒーに合う水まんじゅう

名古屋学院大学／愛知学院大学

愛知県

産学連携 2016年10月18日 烏丸経済新聞

京都女子大とワコールが産学連携企画 「ブラで変わる自分」テーマに

京都女子大学

京都府

産学連携 2016年10月20日 讀賣新聞

ＬＩＮＥと協定、情報モラル教育…静大と静岡市

静岡大学

静岡県

産学連携 2016年10月20日 日刊工業新聞

三重大、産学官連携の国際モデル確立 “多重連携”で事業化へ

三重大学

世界

産学連携 2016年11月01日 朝日新聞

福島）ロボット開発、福島発の未来 会津大の現場は

会津大学

福島県

産学連携 2016年11月01日 トラベルニュースat 次代の"宿"人材育成－観光庁が和大と連携し講座

和歌山大学

日本

産学連携 2016年11月03日 毎日新聞

熊本地震＿産官学で支援 地域連携へ意見交換 金沢 ／石川

北陸先端科学技術大学院大学／熊本
日本
大学

産学連携 2016年11月07日 讀賣新聞

精華大学×ALOOKが日本初の取組みをおこないます！

京都精華大学

日本

産学連携 2016年11月08日 山陰中央新報

島根県立大生の旅行企画商品化 出雲空港開港記念事業

島根県立大学短期大学部

島根県

産学連携 2016年11月09日 苫小牧民報

道文教大、２企業と初の産学連携 福屋物産／北ガスジェネックス

北海道文教大学

北海道

産学連携 2016年11月10日 日本経済新聞

育て、宮崎大発ベンチャー 宮崎銀、連携強化へ覚書

宮崎大学

宮崎県

産学連携 2016年11月18日 EconomicNews

ベンチャー企業創出へ経団連と東大「協創会議」

東京大学

日本

産学連携 2016年11月24日 神田経済新聞

明大と日本郵便が産学連携で商品開発 寄せ書き型のレターセット発売

明治大学

東京都

産学連携 2016年11月25日 北日本新聞

女性技術者育成後押し ＹＫＫと金沢大が協定

金沢大学

石川県

産学連携 2016年12月15日 日本経済新聞

吉本興業、近畿大と連携協定 「笑い」の効能検証

近畿大学

大阪府

