
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 2017年06月18日 高知新聞 住民と高知大生が棚田で麦育てウイスキーに　高知県大豊町八畝 高知大学 高知県

社会貢献 2017年06月20日 朝日新聞 山形）地域や企業の魅力、大学生が動画でＰＲ 東北芸術工科大学／山形大学 山形県

社会貢献 2017年06月23日 京都新聞 商店街にまちかどキャンパス　福知山公立大、空き店舗活用 福知山公立大学／京都工芸繊維大学 京都府

社会貢献 2017年06月23日 シブヤ経済新聞 「渋谷ナイトマップ」配布開始　深夜・早朝まで営業の飲食店など紹介 國學院大学 東京都

社会貢献 2017年07月03日 奄美新聞 瀬戸内町と近大包括協定　地方創生や人づくりなど実現へ 近畿大学 鹿児島県

社会貢献 2017年07月03日 日本経済新聞 「流雪溝」に小水力発電、金沢工業大学がポンプ逆転水車で 金沢工業大学 石川県

社会貢献 2017年07月04日 シブヤ経済新聞 渋谷区、帝京短大と「ソーシャル・アクション・パートナー協定」　子育て支援などで 帝京短期大学 東京都

社会貢献 2017年07月04日 日本経済新聞 北陸先端大、白山市と連携　街づくりや産業振興など６項目 北陸先端科学技術大学院大学 石川県

社会貢献 2017年07月05日 産業経済新聞 若者も古典芸能に親しんで　江戸糸あやつり人形「結城座」が学芸大と連携 東京学芸大学 東京都

社会貢献 2017年07月05日 毎日新聞 群馬・長野原町＿女子大生の視点で地域活性へ 跡見学園女子大学 群馬県

社会貢献 2017年07月05日 八重山毎日新聞 高校生がプレゼン　島のためにしたいこと発表 産業能率大学 沖縄県

社会貢献 2017年07月06日 讀賣新聞 災害時にも経済維持…名古屋大に研究センター開設 名古屋大学 愛知県

社会貢献 2017年07月06日 山陽新聞 「連島ごぼう」で新メニュー開発　作陽大生 ギョーザやスイーツ４品 くらしき作陽大学／倉敷芸術科学大学 岡山県

社会貢献 2017年07月08日 朝日新聞 福井）地域の相談に協力　県立大が地域連携本部開設 福井県立大学 福井県

社会貢献 2017年07月13日 宮崎日日新聞 県北特産品、巣鴨で発信　都内大学と販売協力へ 大正大学 宮崎県／東京都

社会貢献 2017年07月20日 東京新聞 【東京】講座運営に大学も一役　南武線沿線 学びの場企画 実践女子大学 東京都

社会貢献 2017年07月24日 日刊工業新聞 ＪＳＴと県内大学など、熊本地震からの早期復興で連携

熊本県立大学／九州看護福祉大学／
熊本学園大学／尚絅大学／崇城大学
／東海大学／尚絅大学短期大学部／
熊本高等専門学校

熊本県

社会貢献 2017年07月26日 文京経済新聞 跡見学園女子大で学生が政策提言　「ぶんきょう学」の一環で 跡見学園女子大学 東京都

社会貢献 2017年07月27日 河北新報 ＜蔵王＞大学生が観光・地域活性化提案 東北学院大学 宮城県

社会貢献 2017年07月28日 佐賀新聞 嬉野のまちづくり、佐大生がアイデア続々＿６０人施策提案、市長ら審査 佐賀大学 佐賀県

新聞記事ネット情報（2017年06月16日～2017年09月15日）



社会貢献 2017年07月30日 朝日新聞 広島）ＪＲ福山駅前再生、学生ら計画　市立大・高校連携 福山市立大学 広島県

社会貢献 2017年07月31日 東奥日報 黒石市と近大がバイオコークス事業で協定 近畿大学 青森県

社会貢献 2017年08月01日 埼玉新聞 「農家は健康長寿」本庄で早大実証　後期高齢者医療費も非農家の７割 早稲田大学 埼玉県

社会貢献 2017年08月03日 毎日新聞
大学倶楽部・東京女子大＿麹町学園女子高校、玉川聖学院高等部と初の高大連携協
定を締結

東京女子大学 東京都

社会貢献 2017年08月07日 紀伊民報 古い言葉残り注目　富山大学が田辺市の方言調査 富山大学 和歌山県

社会貢献 2017年08月08日 産業経済新聞
【Ｄｒｏｎｅ　Ｔｉｍｅｓ】慶大×田村市　地元企業、船引高校にドローン寄贈！　ファントム、
レース用、ゴーグルも！　生徒代表「活躍に励みます」

慶應義塾大学 福島県

社会貢献 2017年08月09日 産業経済新聞 【東日本大震災】避難解除の飯舘村、大阪大と連携協定　放射線を学ぶ場に　福島 大阪大学 福島県

社会貢献 2017年08月11日 福島民報 市と連携し人材育成　東日本国際大といわき短大 東日本国際大学／いわき短期大学 福島県

社会貢献 2017年08月11日 毎日新聞
大学倶楽部・産業能率大＿観光や食で石垣島をＰＲ　地元高校生と大学生が協力し
渋谷で

産業能率大学 沖縄県／東京都

社会貢献 2017年08月12日 毎日新聞
大学倶楽部・追手門学院大＿北摂地域の魅力をマップや動画でＰＲ　水野浩児教授の
ゼミ生７人が制作

追手門学院大学 大阪府

社会貢献 2017年08月13日 大学ｼﾞｬｰﾅﾙ 2017年度の海底ごみ等の実態調査　北海道大学ら5大学に連携拡充
九州大学／北海道大学／東京海洋大
学／長崎大学／鹿児島大学

日本

社会貢献 2017年08月14日 朝日新聞 福島）葛尾村特産の凍み餅　郡山の学生らが食べ方提案 郡山女子大学短期大学部 福島県

社会貢献 2017年08月21日 岩手日報 釜石市と慶応大が連携　院生が「地域おこし研究員」に 慶應義塾大学 岩手県

社会貢献 2017年08月21日 日本経済新聞 名古屋市と近隣市町村、大学との連携を議論 愛知大学 愛知県

社会貢献 2017年08月23日 中部経済新聞 愛知総合工科高と藤田保健衛生大が高大接続連携協定 藤田保健衛生大学 愛知県

社会貢献 2017年08月25日 紀南新聞 商店街巡り気付きをメモ＿京都橘大生が勝浦で研修 京都橘大学 和歌山県

社会貢献 2017年08月25日 盛岡タイムス
産学官協働で人材の定着に一石　若者よ岩手で　盛岡で１１月１９日　ふるさと発見！
大交流会！

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
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

岩手県

社会貢献 2017年08月27日 岩手日報 大学生パワー、地域に熱　滝沢市で初の学生フェス

岩手県立大学／岩手県立大学盛岡短
期大学部／盛岡大学／盛岡短期大学
部／岩手看護短期大学／岩手大学／
岩手保健医療大学

岩手県

社会貢献 2017年08月29日 朝日新聞 福岡）女子大生が弁当レシピを考案　北九州で販売始まる 西南女学院大学 福岡県



社会貢献 2017年08月29日 紀伊民報 上富田町の名所再発見　和大生と中学生 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2017年08月30日 東京新聞 【社会】隠れた才能引き出します　東大と連携　渋谷区が教育プロジェクト 東京大学 東京都

社会貢献 2017年08月31日 伊勢新聞 教員の授業力向上へ　三重県鈴鹿市　鳴門教育大と教育フォーラム 鳴門教育大学 三重県

社会貢献 2017年08月31日 北海道新聞 酪農大内に道の駅構想　設置可否探り江別市と研究会立ち上げ 酪農学園大学 北海道

社会貢献 2017年09月03日 京都新聞 沖縄の戦禍調査、次代へ継ぐ　京都府立大教員と学生 京都府立大学 沖縄県

社会貢献 2017年09月04日 福島民友新聞 福島・浜通りでの復興研究費支援　大学と市町村、連携拡大図る
東京大学／東北大学／郡山女子大学
／日本大学／慶應義塾大学

福島県

社会貢献 2017年09月08日 秋田魁新報 東北小水力発電、新型水車を共同開発へ　県や早大と連携 早稲田大学 秋田県

社会貢献 2017年09月15日 板橋経済新聞 板橋区と東京家政大学のコラボ企画「MOTENASHIプロジェクト」始動 東京家政大学 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

公開講座 2017年06月20日 秋田経済新聞 秋田美大の「辺境芸術」プロジェクト、始まる　「編集」「批評」の必要性を訴え 秋田公立美術大学 秋田県

公開講座 2017年06月22日 徳島新聞 ママ支援イベント開催へ　徳島文理大短期大学部 徳島文理大学短期大学部 徳島県

公開講座 2017年06月23日 佐賀新聞 都市防災学ぶ、７月、佐賀大学で公開講座 佐賀大学 佐賀県

公開講座 2017年06月25日 高知新聞 高知大生が地域協働カフェ「satobito」地場産品の魅力発信 高知大学 高知県

公開講座 2017年06月26日 シブヤ経済新聞 渋谷でスポーツゴミ拾い大会　実践女子学園主催、地域住民らと80キロ弱 実践女子大学 東京都

公開講座 2017年06月26日 大分合同新聞 環境・開発の新動向学ぶ　本年度講座始まる 立命館アジア太平洋大学 大分県

公開講座 2017年06月27日 熊野新聞 最新の研究成果も紹介＿和大が災害テーマに開放授業＿新宮市 和歌山大学 和歌山県

公開講座 2017年06月27日 佐賀新聞 アートで地域活性化　人材講座スタート＿佐賀大有田キャンパス 佐賀大学 佐賀県

公開講座 2017年06月27日 日本経済新聞 高知大の学生と教員、共同出資で地域産品生かしたカフェ開業 高知大学 高知県

公開講座 2017年06月28日 CNET Japan
共立女子大学が7月5日に「2017浴衣スタイリングショー」を開催 -- 学生らが「神田明
神」のイメージから発想した浴衣をデザイン・制作しステージに登場

共立女子大学 東京都

公開講座 2017年06月28日 下野新聞 先生の卵が腕試し　宇都宮大生「水道」テーマに東小で講座 宇都宮大学 栃木県

公開講座 2017年07月05日 産業経済新聞
神田外語大学と日本貿易振興機構アジア経済研究所が共催で、7月～11月に学生・市
民向けシリーズ講座「ラテンアメリカ政治経済のかんどころ」を開講

神田外語大学 千葉県

公開講座 2017年07月05日 時事通信
グリー、千葉大学との共同授業で制作した小学生向け家庭科学習ゲーム「SHOW
TIME!!」を配信開始

千葉大学 日本



公開講座 2017年07月06日 ZAKZAK
【大学で学ぼう】無料で「北斎」を知るチャンス！　十文字学園女子大学「世界へ発信さ
れた日本の芸術－浮世絵と西洋での日本文化受容－」

十文字学園女子大学 埼玉県

公開講座 2017年07月08日 産業経済新聞 【薬学新時代をリード】東京薬科大連携講座　味の素ＡＧＦ・横山敬一会長 東京薬科大学 東京都

公開講座 2017年07月09日 文京経済新聞 東洋大で「ボランティアフォーラム」　支援室開設記念で 東洋大学 東京都

公開講座 2017年07月30日 長野日報 科学の楽しさ親子で　諏訪東理大で夢合宿 諏訪東京理科大学 長野県

公開講座 2017年07月31日 ITmedia AI人材が約5万人不足、東大阪大のAI講座は即戦力育成の呼び水となるか 東京大学／大阪大学 東京都／大阪府

公開講座 2017年08月03日 impress 日本旅行業協会と北海道大学、「海外教養講座」を8月26日開催 北海道大学 日本

公開講座 2017年08月09日 静岡新聞 静岡空襲、学生が語り継ぐ　静大で１１日に児童向け講座 静岡大学 静岡県

公開講座 2017年08月20日 高知新聞 地域リーダー育成へ　高知市が実践ゼミ開講 高知大学 高知県

公開講座 2017年08月21日 京都新聞 源氏と響けユーフォ比較　京都文教大、物語の聖地化考察 京都文教大学 京都府

公開講座 2017年08月22日 中日新聞 未来の先生、教えて学ぶ　明和町の夏休み教室 皇學館大学 三重県

公開講座 2017年08月23日 南日本新聞 マルヤ屋上に子どもの遊び場　小学生のアイデア実現へ　鹿児島市 鹿児島大学 鹿児島県

公開講座 2017年08月24日 日刊工業新聞 東北大学大学院理学研究科、来月１６日に講座 東北大学 宮城県

公開講座 2017年08月24日 八王子経済新聞 工学院大学で「多摩地区最大」うたう科学教室　「八王子学」のコーナーも 工学院大学 東京都

公開講座 2017年09月03日 山陰中央新報 地域活性 島根の先駆的事例全国へ　自治体首長ら研究者に説明 島根県立大学 島根県

公開講座 2017年09月12日 住宅新報 観光産業の経営力を強化　全国6大学で社会人講座開講
青森大学／大分大学／鹿児島大学／
東洋大学／明海大学／和歌山大学

日本

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 2017年06月24日 大分合同新聞 大分大　防災支援へ　研究者チームが発足 大分大学 大分県

産学連携 2017年06月27日 日本経済新聞 東工大との産学連携でアンモニア革命狙う味の素 東京工業大学 日本

産学連携 2017年06月29日 日刊工業新聞 筑波大、学際融合研究を支援?部局超え新事業 筑波大学 茨城県

産学連携 2017年06月30日 マイナビ 近畿大学や全但タクシーら、セミデマンド交通システムの実証実験 近畿大学／大阪大学 兵庫県

産学連携 2017年07月03日 産業経済新聞 「さいしんコラボ産学官」募集事業スタート　知財活用し学生が商品アイデア
埼玉大学／芝浦工業大学／ものつくり
大学

埼玉県

産学連携 2017年07月05日 日刊工業新聞 広島の産学官、３Ｄプリンター事業化加速　研究会にＨＩＶＥＣ加盟
近畿大学／広島大学／呉工業高等専
門学校

広島県

産学連携 2017年07月05日 日本経済新聞 熊本大と平田機工、創薬で共同研究講座 熊本大学 熊本県



産学連携 2017年07月06日 日刊工業新聞 日本貿易振興機構と東北大学、人材育成で連携 東北大学 日本

産学連携 2017年07月25日 日刊工業新聞 慶大と東大、「ブロックチェーン」研究で産学連携組織 慶應義塾大学／東京大学 日本

産学連携 2017年07月27日 日本経済新聞 広島経済同友会、修道大生の「見学ツアー」好評　「協定」の成果 広島修道大学 広島県

産学連携 2017年07月27日 山形新聞 「木材のプロ」育成へ連携協定　山形大工学部と置賜の団体 山形大学 山形県

産学連携 2017年07月31日 日刊工業新聞 信州大、ナノファイバーで二次電池用セパレーター量産?２００度Ｃ環境に対応 信州大学 日本

産学連携 2017年07月31日 陸奥新報 「津軽甘草」地場産業に　ラビプレ、弘大共同研究 弘前大学 青森県

産学連携 2017年08月02日 日刊工業新聞 ６輪の電動車いす、産学官連携で開発　障害物・段差を自動回避 明治大学 神奈川県

産学連携 2017年08月02日 日本経済新聞 東北大、脳科学で産学連携加速　日立系と新会社 東北大学 日本

産学連携 2017年08月02日 日本経済新聞 福井大が眼鏡型端末　弱視向け 2年内に商品化 福井大学 福井県

産学連携 2017年08月10日 日本経済新聞 東大がデータサイエンス分野の産学連携を強化、人材育成支援 東京大学 日本

産学連携 2017年08月10日 福島民報 日大工学部と東京の２企業ドローン研究連携合意　避難区域の生態調査活用視野に 日本大学 日本

産学連携 2017年08月20日 大学ｼﾞｬｰﾅﾙ 東京大学とライザップが共同で臨床試験を開始 東京大学 日本

産学連携 2017年08月22日 住宅新報
学生提案でまちの魅力向上　横浜市立大学地域貢献にも　産官学の連携が重要　若
い世代の居住誘導　シェアから始まる未来

横浜市立大学 神奈川県

産学連携 2017年08月24日 日本経済新聞
クルマが開く未来＿2大学3研究室とマツダが連携、微細藻類を高性能化＿ゲノム編集
研究の第一人者が協力

広島大学／東京工業大学 日本

産学連携 2017年08月24日 日本経済新聞 地域おこし先進事例の研究所　鹿児島相互信金、慶大ＳＦＣ研と連携 慶應義塾大学 鹿児島県

産学連携 2017年08月24日 日本経済新聞 慶応大SFCフォーラム、ベンチャーを支援・育成する投資ファンド設立 慶應義塾大学 神奈川県

産学連携 2017年09月05日 日本経済新聞 京都大産官学連携本部、産官学連携を推進する「京大モデル」を公表 京都大学 東京都

産学連携 2017年09月14日 日刊工業新聞 三重大、地域産業創出へ戦略企画室　分野横断型プロ設計 三重大学 三重県


