
新聞記事ネット情報（2015年03月16日～2015年06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03月15日 朝日新聞 広島）神石高原ナマズ「特産いける」　大学生が研究発表 県立広島大学 広島県

社会貢献 2015年03月15日 四国新聞 粟島への感謝はがきに／香川大生が作製 香川大学 香川県

社会貢献 2015年03月16日 河北新報 未来の教員養成探る　宮教大・２１日フォーラム 宮城教育大学 宮城県

社会貢献 2015年03月20日 朝日新聞 奈良）天理大生が地元業者と日本酒入り生チョコ開発 天理大学 奈良県

社会貢献 2015年03月21日 徳島新聞 高開の石積み推定２６・４万個　文理大生調査、擁壁面積３６６３平方メートル 徳島文理大学 徳島県

社会貢献 2015年03月22日 讀賣新聞 岐阜大に「県食品科学研」設置へ 岐阜大学 岐阜県

社会貢献 2015年03月22日 京都新聞 ファストフード店をサロンに…京都大が描く新「社会デザイン」 京都大学 京都府

社会貢献 2015年03月22日 毎日新聞 耕活:災害時も新鮮な野菜を　高知大生、地域と連携し栽培 高知大学 高知県

社会貢献 2015年03月23日 東京新聞 【東京】女子目線の三茶食散歩　昭和女子大生が情報誌 昭和女子大学 東京都

社会貢献 2015年03月26日 神戸新聞 尼崎好きになって　園田学園女子大生がイベント 園田学園女子大学 兵庫県

社会貢献 2015年03月28日 紀伊民報 連携し地域活性化　和歌山大と道の駅連絡会が協定  和歌山大学 日本

社会貢献 2015年03月29日 埼玉新聞 熊谷・妻沼の人々を主役に　立正大生が観光パンフ作製 立正大学 埼玉県

社会貢献 2015年03月30日 東愛知新聞 椙山女学園大学の学生が伊良湖レポート発表 椙山女学園大学 愛知県

社会貢献 2015年03月31日 朝日新聞 山口）県立大１年生、わが街発掘ブック　歩いて探し制作 山口県立大学 山口県

社会貢献 2015年03月31日 岩手日報 機織り装置、支援学校へ　県立産技短大学校生が開発 岩手県立産業技術短期大学校 岩手県

社会貢献 2015年03月31日 西日本新聞 熊大と県教委が「高大連携」協定　サマースクールなど検討 [熊本県] 熊本大学 熊本県

社会貢献 2015年03月31日 日本海新聞 学生バスで地域活性化　環境大と日交が協定 鳥取環境大学 鳥取県

社会貢献 2015年03月31日 山形新聞 芸工大と仙台市が新たに連携協定　活力さらに 東北芸術工科大学 宮城県

社会貢献 2015年04月01日 河北新報 学力・体力向上へ　大河原小が仙台大と連携 仙台大学 宮城県

社会貢献 2015年04月01日 産業経済新聞 麗澤大学が「地域連携センター」を設置－－地域連携の取り組みを促進 麗澤大学 千葉県

社会貢献 2015年04月02日 讀賣新聞 地域活性化へ連携 - 奈女大と十津川村が協定締結 奈良女子大学 奈良県



社会貢献 2015年04月06日 讀賣新聞 愛大　防災リーダー養成 愛媛大学 愛媛県

社会貢献 2015年04月08日 徳島新聞 価値低い魚、有効活用　四国大・鞆浦漁協（海陽）が協定 四国大学 徳島県

社会貢献 2015年04月09日 岐阜新聞 道の駅、若い力で活性化　中部院大・短大が就労体験協定
中部学院大学／中部学院大学短期大
学部

岐阜県

社会貢献 2015年04月09日 タウンニュース 大口通商店街　横浜商科大＿商学連携で協定＿学生力を街づくりに 横浜商科大学 神奈川県

社会貢献 2015年04月11日 高知新聞 高知県立大学で「立志社中」丸２年　広がる輪が県内各地に 高知県立大学 高知県

社会貢献 2015年04月11日 徳島新聞 市場町の伝統料理を調査　四国大生が報告会 四国大学 徳島県

社会貢献 2015年04月14日 朝日新聞 北海道）帯広の「まちなか」、学びの場に 帯広畜産大学 北海道

社会貢献 2015年04月14日 釧路新聞 木の温もりで遊ぶ/釧路短大と開発 釧路短期大学 北海道

社会貢献 2015年04月14日 十勝毎日新聞 企業と連携、帯畜大「十勝カレッジＳＩＬＯ」　スタート 帯広畜産大学 北海道

社会貢献 2015年04月15日 朝日新聞 高知）県立大が新広報誌、校史や学生の地域活動を紹介 高知県立大学 高知県

社会貢献 2015年04月16日 岩手日報 被災地や復興の学習に力　岩手大と県立大､単位化も 岩手大学／岩手県立大学 岩手県

社会貢献 2015年04月16日 北海道新聞 学生が「シルバニア」施設運営　東京・自由が丘の活性化目指す 産業能率大学 東京都

社会貢献 2015年04月17日 朝日新聞 福島）双葉町の震災資料公開　筑波大ＨＰ　黒板写真など 筑波大学 福島県／茨城県

社会貢献 2015年04月18日 朝日新聞 吉里吉里カルタ、方言の味　明治学院大の学生、復興後押し　文化聞き取り、次世代へ 明治学院大学 岩手県

社会貢献 2015年04月18日 京都新聞 芸大生がシャッターアート　京都・出町桝形商店街
京都市立芸術大学／京都造形芸術大
学

京都府

社会貢献 2015年04月18日 北海道新聞 港が起点の観光地図　小樽商大生が作成 小樽商科大学 北海道

社会貢献 2015年04月20日 讀賣新聞 県立大生らが神輿担ぎ手に 山梨県立大学 山梨県

社会貢献 2015年04月20日 高知新聞 【ココプラ開所】新たな地域連携の試金石
高知大学／高知県立大学／高知工科
大学／高知学園短期大学／高知工業
高等専門学校

高知県

社会貢献 2015年04月23日 産業経済新聞 白馬村と信州大、防災やスポーツ振興で連携　地域振興や人材育成 信州大学 長野県

社会貢献 2015年04月24日
伊勢志摩経済新
聞

皇学館大生がフリーペーパー発行目指し、クラウドファンディングで資金募る 皇學館大學 三重県

社会貢献 2015年04月24日 琉球新報 仕事後に学び直し　琉大、那覇で社会人向け講座 琉球大学 沖縄県

社会貢献 2015年04月26日 山陰中央新報 エゴマ油大ブレーク／休耕田活用地域活性化を 島根県立大学 島根県



社会貢献 2015年04月27日 讀賣新聞 Ｍｙ　キャンパス＿成長実感　フリーペーパー編集…明治大 明治大学 東京都

社会貢献 2015年04月28日
クリスチャントゥ
デイ 立教大学、「道の駅」とインターンシップ協定締結 立教大学 日本

社会貢献 2015年05月01日 impress
魚沼市の風景や文化を伝えるアプリ、首都大学東京と新潟県が公開＿継続的な地域活
性化

首都大学東京 新潟県

社会貢献 2015年05月01日 愛媛新聞 西予ジオパークＰＲへ　観光アプリ作り市と愛媛大連携 愛媛大学 愛媛県

社会貢献 2015年05月02日 産業経済新聞 綾部市と京産大が包括連携協定　教育や人材育成で協力 京都産業大学 京都府

社会貢献 2015年05月06日 朝日新聞 宮崎）南九州大の学生が男山制作　武者人形、細部を再現 南九州大学 宮崎県

社会貢献 2015年05月06日 福島民報 仮設に住み避難者支援　福島大災害ボランティアセンターの学生　声掛けで孤独死防止 福島大学 福島県

社会貢献 2015年05月08日 奈良新聞 学生が調理 食べに来て - 五條市と帝塚山大がレストラン／道の駅「吉野路大塔」 帝塚山大学 奈良県

社会貢献 2015年05月09日 北海道新聞 市立大生が協力「緑の地図」　札幌市環境局が作製、配布 札幌市立大学 北海道

社会貢献 2015年05月13日 讀賣新聞 教員の質向上へ協定　鳴門教育大・県教委 鳴門教育大学 徳島県

社会貢献 2015年05月14日 京都新聞 大正のカレー、大学生が再現　滋賀・彦根初の洋食店レシピ 滋賀大学 滋賀県

社会貢献 2015年05月14日 わかやま新報 信愛短大に子育て交流ルーム　市と連携 和歌山信愛女子短期大学 和歌山県

社会貢献 2015年05月15日 朝日新聞 北海道）震災５年目の教訓　防災へ大学「実学シフト」
日本赤十字北海道看護大学／北海道
大学

北海道

社会貢献 2015年05月15日 京都新聞 龍大生と障害者、共生目指しマルシェ　京都で初開催へ 龍谷大学 京都府

社会貢献 2015年05月18日 朝日新聞 高知）畑を再生、地域も活性　高知大サークルが一役 高知大学 高知県

社会貢献 2015年05月19日 讀賣新聞 農作物の出荷状況共有、芝浦工大生がシステム試作 芝浦工業大学 埼玉県

社会貢献 2015年05月19日 讀賣新聞 道の駅を町歩き拠点に、帝京大と国交省が連携 帝京大学 群馬県

社会貢献 2015年05月20日 東京新聞 【千葉】ビジネス体感し地域振興　銚子商と商大が協定 千葉商科大学 千葉県

社会貢献 2015年05月23日 高知新聞 教育、研究通し地域貢献　高知工科大が県内題材に活性化策 高知工科大学 高知県

社会貢献 2015年05月23日 静岡新聞 健康長寿社会の実現と人材育成へ　静岡県立大がプログラム始動 静岡県立大学 静岡県

社会貢献 2015年05月25日 東京新聞 【東京】高齢者住宅を学びの場に　全国初　桜美林大と連携し建設　町田 桜美林大学 東京都

社会貢献 2015年05月28日 讀賣新聞 吉野川高カフェ　新メニュー完成／／徳島県 四国大学 徳島県

社会貢献 2015年05月29日 八王子経済新聞 八王子で街バルイベント開催へ　杏林大生が外国人客集めに躍起 杏林大学 東京都



社会貢献 2015年05月31日 佐賀新聞 神埼市で「あそびフェスタ」　ニュースポーツ楽しむ 西九州大学 佐賀県

社会貢献 2015年06月01日 徳島新聞 スモールビジネス創出支援　徳島新聞社・徳島大・徳島県 徳島大学 徳島県

社会貢献 2015年06月03日 朝日新聞 栃木）文星芸大、奥日光のパンフ作成へ　若者目線でＰＲ 文星芸術大学 栃木県

社会貢献 2015年06月09日 高知新聞 本山町で高知大生らが棚田アート　今年は高知家スター 高知大学 高知県

社会貢献 2015年06月10日 朝日新聞 熊本）県立大生「人吉球磨ツアー」企画　まず新入生対象 熊本県立大学 熊本県

社会貢献 2015年06月11日 朝日新聞 貧困家庭の子支援、東京学芸大が研究拠点　実態調査、学生派遣も 東京学芸大学 東京都

社会貢献 2015年06月12日 伊那毎日新聞 運動あそび塾　豊南短大と連携＿幼児教育学科１年生９人が初参加 信州豊南短期大学 長野県

社会貢献 2015年06月14日 徳島新聞 大滝山遊びに来て　美馬市と四国大が誘客へ連携、名所巡るツアー企画へ 四国大学 徳島県

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 2015年03月20日 讀賣新聞 東日本大震災に学ぶ社会科学…東大で公開シンポ 東京大学 東京都

公開講座 2015年04月09日 産業経済新聞 「通商政策講座」が開講　大阪経済大学 大阪経済大学 大阪府

公開講座 2015年04月14日 ニュースウォーカ
ー

生涯学習講座・横浜学「横浜・黄金町のまちづくり」が大盛況! 関東学院大学 神奈川県

公開講座 2015年04月16日 岩手日日新聞 輝く女性から学ぶ　富士大　一般公開も　キャリア形成へ新講座 富士大学 岩手県

公開講座 2015年04月16日 福島民友新聞 復興研究の知見紹介　福島大、21日から公開講座 福島大学 福島県

公開講座 2015年04月18日 北日本新聞 富山大でＭＢＡ講座　２５日から北銀 富山大学 富山県

公開講座 2015年04月20日 秋田魁新報 少人数英語合宿、県外学生に人気　教養大生が集中指導 国際教養大学 秋田県

公開講座 2015年04月22日 福島民友新聞 福島大「復興プログラム」開始　中山間地の環境回復探る 福島大学 福島県

公開講座 2015年04月27日 日本橋経済新聞 東京駅周辺で「関関同立」戦　社会人大学セミナーで、しのぎ削る
関西大学／関西学院大学／立命館大
学／同志社大学

東京都

公開講座 2015年05月04日 琉球新報 名桜大の公開・出前講座　地域力アップへ　多彩に１３０テーマ 名桜大学 沖縄県

公開講座 2015年05月10日 産業経済新聞 「精力的に研究を進める」　クロマグロ養殖で近大が奈良で公開講座 近畿大学 奈良県

公開講座 2015年05月10日 産業経済新聞
チョークの材料にホタテ貝殻、ワカメ成分を化粧品に…　クロマグロの近大農学部が公
開講座　水産資源の意外な活用法も

近畿大学 奈良県

公開講座 2015年05月22日 産業経済新聞 傾聴活動「心動かされた」　龍谷大大学院で今年度初の臨床宗教師実習 龍谷大学 京都府

公開講座 2015年05月24日 佐賀新聞 西九州大生と高齢者が交流　幸齢セミナー 西九州大学 佐賀県



公開講座 2015年06月01日 江東経済新聞 芝浦工業大学でキャンパス開放イベント　メーンゲストに「さかなクン」さん 芝浦工業大学 東京都

公開講座 2015年06月02日
二子玉川経済新
聞 二子玉川に都市大・夢キャンパス　一般向け科学講座などで「知的好奇心の舞台」に 東京都市大学 東京都

公開講座 2015年06月04日
二子玉川経済新
聞

東農大で親子で学ぶ「地元・せたがや野菜」教室　夏野菜食べ比べや酢紹介も 東京農業大学 東京都

公開講座 2015年06月08日 佐賀新聞 佐賀女子短大で家計講座　１年生９０人お金と人生興味津々 佐賀女子短期大学 佐賀県

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03月17日 奈良新聞 学生目線で魅力紹介 - 県立大学と奈良信用金庫 奈良県立大学 奈良県

産学連携 2015年03月19日 烏丸経済新聞 京都の女子大生が案内するレトロ建築ツアー、産学連携で開催へ 同志社大学 京都府

産学連携 2015年03月24日 神戸新聞 女子大生が考えたスイーツなど販売　大丸神戸店
神戸松蔭女子学院大学／神戸女学院
大学／甲南女子大学 兵庫県

産学連携 2015年04月08日 産業経済新聞 学生の視点で活性化を　愛媛県内の５大学、道の駅と就労体験協定
愛媛大学／松山大学／松山東雲女子
大学／松山東雲短期大学／聖カタリナ
大学

愛媛県

産学連携 2015年04月09日 神奈川新聞 「お林」生かし活性化　真鶴で産官学プロジェクト 多摩美術大学 東京都

産学連携 2015年04月11日 讀賣新聞 会津大　企業とロボット研究 会津大学 福島県

産学連携 2015年05月01日 中日新聞 《経済》　学生がつくる学生支援サイト　静岡理工科大 静岡理工科大学 静岡県

産学連携 2015年05月28日 沖縄タイムス 伝統野菜マカロン、豆乳ケーキ…　女子大生が考案したユニークスイーツがズラリ 奈良女子大学 奈良県


