新聞記事ネット情報（2015年12月16日～2016年03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12月16日 朝日新聞

徳島）木偶や人形遣いをデータ化、伝統継承を技術で支援

徳島大学

徳島県

社会貢献 2015年12月17日 秋田魁新報

五城目高が東大、明大と連携授業 町の将来像、持続性探る と連携授業

東京大学／明治大学

秋田県

社会貢献 2015年12月17日 茨城新聞

街の復興、学生が本に 常磐大、被災・常総で勉強会

常磐大学

茨城県

社会貢献 2015年12月17日 中日新聞

大人に学ぶ地域の課題 皇学館大で南伊勢高生が聴講

皇學館大学

三重県

地元就職率向上を―札幌で室工大などが協定締結

室蘭工業大学／北見工業大学／北海
道科学大学／千歳科学技術大学／苫
小牧工業高等専門学校／函館工業高
等専門学校／旭川工業高等専門学校
／釧路工業高等専門学校

北海道

社会貢献 2015年12月22日 讀賣新聞

産学官連携、就職率向上へ 鹿大など協議会設立

鹿児島大学／鹿屋体育大学／鹿児島
国際大学／志学館大学／第一工業大
学／鹿児島県立短期大学／鹿児島女
子短期大学／鹿児島工業高等専門学
校

鹿児島県

社会貢献 2015年12月25日 神奈川新聞

企業の地域貢献紹介 市と専修大が来年から無料公開講座

専修大学

神奈川県

社会貢献 2015年12月26日 高知新聞

街のバリアーなくしたい 高知大学の学生団体「コンパス」

高知大学

高知県

社会貢献 2015年12月26日 日本海新聞

「山陰の教育向上に」 島大と鳥取、コンソーシアム発足

島根大学

鳥取県／島根県

社会貢献 2015年12月27日 朝日新聞

福島）福島大生、川内村の復興策を模索 「むらの大学」

福島大学

福島県

社会貢献 2015年12月30日 愛媛新聞

まちづくり活動、公認サークルに 愛媛大農学部生

愛媛大学

愛媛県

社会貢献 2015年12月31日 神奈川新聞

“店の顔”マップに 商店街ＰＲへ専修大生ら

専修大学

神奈川県

社会貢献 2016年01月03日 京都新聞

全国巡り映像教材制作 京都教育大生、ネット公開へ

京都教育大学

京都府

社会貢献 2016年01月07日 茨城新聞

県立盲・聾学校と筑波技術大 生徒自立促進へ連携＿授業改革や研修、26日協定

筑波技術大学

茨城県

社会貢献 2016年01月08日 東京新聞

北区の魅力を一冊に凝縮 東京家政大生と区職員コラボで情報誌

東京家政大学

東京都

社会貢献 2016年01月08日 毎日新聞

増えてます学生団員 ９年間で２．４倍

淑徳大学

千葉県

社会貢献 2016年01月09日 中日新聞

モノ・人づくり 新研究所 金大が構想 補助金申請へ

金沢大学

石川県

社会貢献 2016年01月10日 讀賣新聞

常総・水海道 復興への記録 常磐大生冊子製作

常磐大学

茨城県

社会貢献 2015年12月19日 室蘭民報

社会貢献 2016年01月10日 朝日新聞

徳島）商店街の人らの思いを書に 四国大生が個展

四国大学

徳島県

社会貢献 2016年01月14日 朝日新聞

栃木）「香味菜」でおいしく健康に 宇大と農家が開発中

宇都宮大学

栃木県

社会貢献 2016年01月21日 北國新聞

学生の石川就職へ結束 ８大学と自治体が協定

金沢大学／金沢工業大学／石川県立
看護大学／石川県立大学／金沢星稜
大学／北陸大学／金沢学院大学／金
城大学

石川県

社会貢献 2016年01月21日 神戸新聞

リノベーション住戸完成 鶴甲団地 神大生ら協力

神戸大学

兵庫県

社会貢献 2016年01月21日 四国新聞

地方の人口減少問題テーマ／香川大がシンポ

香川大学

香川県

社会貢献 2016年01月21日 山梨日日新聞

地域志向の人材育成 １２大学参加

山梨大学／山梨県立大学／都留文科
大学／山梨学院大学／身延山大学／
山梨英和大学／帝京科学大学／健康
科学大学／大月短期大学／山梨学院
短期大学／帝京学園短期大学／横浜
市立大学

山梨県

社会貢献 2016年01月22日 河北新報

地域創生へ人材育成 陸前高田市と２大学協定

岩手大学/立教大学

岩手県

社会貢献 2016年01月23日 高知新聞

学生集う学びの拠点 高知県大月町柏島の黒潮実感センター

高知大学

高知県

社会貢献 2016年01月24日 秋田魁新報

秋大生のいぶりがっこ作り事業再開 指導者急逝も家族が協力

秋田大学

秋田県

社会貢献 2016年01月24日 中日新聞

地域ぐるり文化再発見 大学生が伊勢志摩で環境学習

三重大学／皇學館大学

三重県

社会貢献 2016年01月25日 茨城新聞

産業能率大とかすみがうら市、地方創生へ協定＿若者起業や定住促進

産業能率大学

茨城県／東京都

社会貢献 2016年01月28日 京都新聞

間伐材を買い物券に 京都府立林業大学校がプロジェクト

京都府立林業大学校

京都府

社会貢献 2016年01月29日 讀賣新聞

空き店舗「変身」子供集う場に 和泉で桃山大生

桃山学院大学

大阪府

クリスチャントゥ
社会貢献 2016年01月29日 デイ

立教大学、陸前高田市・岩手大学と地域創生・人材育成などの推進に関する相互協力
および連携協定を締結

立教大学／岩手大学

岩手県

社会貢献 2016年01月30日 讀賣新聞

新作「朴葉ずし」学生協力 飛騨牛でブランド化

中京学院大学短期大学部

岐阜県

社会貢献 2016年01月30日 北海道新聞

災害時避難所に段ボール間仕切り 北翔大生に市感謝状、作り方の普及に尽力

北翔大学

北海道

社会貢献 2016年01月31日 讀賣新聞

美観地区に学生拠点

倉敷芸術科学大学

岡山県

社会貢献 2016年01月31日 神奈川新聞

足柄の味たっぷり 学生が郷土弁当考案

昭和女子大学

神奈川県

社会貢献 2016年02月01日 長野日報

社会 : 富士見で地域の活力創出 大学や研究所が取り組み開始 ２７日イベント

東京工業大学／諏訪東京理科大学

長野県

社会貢献 2016年02月04日 福島民報

復興に携わる若者、地域定着目指せ ９日にキックオフシンポ

福島大学

福島県

社会貢献 2016年02月09日 讀賣新聞

山大で地域貢献セミナー 人材育成取り組み紹介

山口大学

社会貢献 2016年02月09日 愛媛新聞

就職先創出事業 県内6大学と県、協定調印

愛媛大学／今治明徳短期大学／聖カタ
リナ大学／聖カタリナ短期大学／松山 愛媛県
東雲女子大学／松山東雲短期大学

社会貢献 2016年02月09日 京都新聞

女子大生取材「きもの女子のすゝめ」

京都ノートルダム女子大学

京都府

社会貢献 2016年02月09日 福島民友新聞

学生就職支援で協定 福島県と神奈川大、実践女子大

神奈川大学／実践女子大学

福島県

社会貢献 2016年02月10日 福島民報

福島県内就職率１０％向上へ キックオフシンポ

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 2016年02月12日 紀伊民報

山村に元気届ける 摂南大学生６３人が奉仕作業

摂南大学

和歌山県

社会貢献 2016年02月16日 奄美新聞

鹿大ＣＯＣセンター 与論で教育研究成果報告会

鹿児島大学

鹿児島県

宮城県内１２の高等教育機関、地域の人材育成に関する協定を締結

東北学院大学

宮城県

社会貢献 2016年02月17日 讀賣新聞

広島国際大学医療福祉学部の学生が住民と地域福祉を考える『地域がキャンパス実行
広島国際大学
委員会』の活動報告

広島県

社会貢献 2016年02月17日 静岡新聞

「静大プラン」シンポで発信 静岡県内への就職推進

静岡大学

静岡県

社会貢献 2016年02月19日 佐賀新聞

２０日、佐大で「地方創生」シンポ＿“佐賀流”人材育成とは オプティム社長ら語り合う

佐賀大学

佐賀県

社会貢献 2016年02月19日 長崎新聞

地方創生の人材育成で協定

長崎大学／長崎県立大学／長崎国際
大学／長崎純心大学／長崎短期大学

長崎県

社会貢献 2016年02月20日 産業経済新聞

「ワサモンのまちづくり」 崇城大と熊本県、起業家育成へ

崇城大学

熊本県

社会貢献 2016年02月21日 佐賀新聞

地元就職率向上へ 佐賀大でシンポ

佐賀大学／佐賀女子短期大学／九州
龍谷短期大学／西九州大学

佐賀県

社会貢献 2016年02月22日 沖縄タイムス

沖縄･子ども貧困対策で大学も名乗り 琉大に拠点、学生派遣

琉球大学

沖縄県

社会貢献 2016年02月22日 琉球新報

県内大学、貧困対策で連携 ボランティア情報集約

琉球大学

沖縄県

社会貢献 2016年02月24日 北國新聞

石川の魅力、先輩に学ぶ ＣＯＣ＋の映像教材、県内８大学の新入生視聴

金沢大学／金沢工業大学／石川県立
看護大学／石川県立大学／金沢星稜
大学／北陸大学／金沢学院大学／金
城大学

石川県

社会貢献 2016年02月27日 奄美新聞

武蔵野大シンポ＿地方創生プロジェクト継続期待＿徳之島町活性化に学生の力

武蔵野大学

東京都

社会貢献 2016年02月29日 神戸新聞

大学連携／地域連携

神戸大学／関西学院大学

兵庫県

社会貢献 2016年03月02日 岐阜新聞

地域課題解決へ奮闘 １１大学、岐阜市で学生報告会

岐阜大学／金沢工業大学

日本

社会貢献 2016年03月02日 佐賀経済新聞

「佐賀大学マルシェ！」初開催へ 生産者グループが農産物直売

佐賀大学

佐賀県

社会貢献 2016年02月16日

クリスチャントゥ
デイ

山口県

社会貢献 2016年03月03日 岐阜新聞

大学に子育て支援拠点 岐聖大、５月にセンター開設

岐阜聖徳学園大学／岐阜聖徳学園大
学短期大学部

岐阜県

社会貢献 2016年03月04日 埼玉新聞

妖怪や幽霊のマップ発行、新座の十文字女子大生 子を飲む淵など紹介

十文字学園女子大学

埼玉県

社会貢献 2016年03月06日 京都新聞

よさこいで地域元気に 京都文教大「出前学園祭」

京都文教大学

京都府

社会貢献 2016年03月07日 文京経済新聞

文京学院大学が外国人向け「地震 防災マニュアル」 被災後5分間の初期行動に焦点

文京学院大学

東京都

社会貢献 2016年03月08日 讀賣新聞

国立大学法人千葉大学＿「千葉県の地方創生に挑戦する大学」3月22日キックオフシン
千葉大学
ポジウム～「ちば外房の美味しいマルシェ」同時開催～

千葉県

社会貢献 2016年03月10日 毎日新聞

毎日フォーラム・視点＿日本財団鳥取事務所所長 木田悟史

鳥取大学

鳥取県

社会貢献 2016年03月10日 陸奥新報

弘大ボランティア「被災地支援で向上した市民力」

弘前大学

青森県

社会貢献 2016年03月12日 陸奥新報

地方創生へ大学の関わりは 青森でシンポジウム

青森中央学院大学

青森県

社会貢献 2016年03月13日 産業経済新聞

地域と大学が連携、課題解決考えるシンポ 奈良県立大、学生が研究成果報告

奈良県立大学

奈良県

社会貢献 2016年03月13日 毎日新聞

立命館大＿仲間として被災地へ 学生のボランティア後押し

立命館大学

京都府

社会貢献 2016年03月15日 下野新聞

道の駅と連携し成果 宇都宮大と文星芸大ら報告

宇都宮大学／文星芸術大学

栃木県

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12月16日 横浜ウォーカー

生涯学習講座・横浜学「横浜と橋」が開催！

関東学院大学

神奈川県

公開講座 2016年01月01日 静岡新聞

静岡産大が美術館開設へ 浦田周社さん版画常設

静岡産業大学

静岡県

公開講座 2016年01月08日 愛媛新聞

育て、愛媛の観光請負人 愛媛大が講座

愛媛大学

愛媛県

公開講座 2016年01月21日 秋田経済新聞

秋田美大でシンポ「文化事業の評価基準」 東京芸大教授らゲストに

秋田公立美術大学

秋田県

公開講座 2016年02月03日 奈良新聞

自己肯定感育んで - 奈良佐保短大公開講座

奈良佐保短期大学

奈良県

公開講座 2016年02月04日 讀賣新聞

地域再生 カギは「人」

徳島文理大学

徳島県

公開講座 2016年02月10日 岐阜新聞

教育者の在り方探る 岐阜大が学校管理職養成シンポ

岐阜大学

岐阜県

公開講座 2016年02月13日 北海道新聞

苫駒大、仏教会と連携し講座 市民にも受講呼び掛け

苫小牧駒澤大学

北海道

公開講座 2016年03月04日 鹿児島経済新聞 鹿児島で「東北記録映画三部作」上映会 震災から5年、被災者の声を聞く

鹿児島大学

鹿児島県

公開講座 2016年03月04日 苫小牧民報

小中学生が研究発表 科技大で千歳サイエンス会議

千歳科学技術大学

北海道

公開講座 2016年03月09日 下野新聞

まちづくり提案、コンテスト４件入賞 宇都宮共和大で学生報告

宇都宮共和大学

栃木県

公開講座 2016年03月11日 自由が丘経済新 東工大でサイエンスカフェ 「腸内細菌」の仕組みが学べるボードゲームも
聞

東京工業大学

東京都

公開講座 2016年03月13日 讀賣新聞

京都大学

東京都

被災地復興 京大の知

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12月16日 愛媛新聞

サービス産業人材育成 愛媛大などが取り組み例発表

愛媛大学

愛媛県

産学連携 2015年12月18日 徳島新聞

人形浄瑠璃、４Ｋで紹介 徳島大が映像会社と連携

徳島大学

徳島県

産学連携 2015年12月28日 日本経済新聞

世界の肥満を救う!? 香川発の希少糖が海外へ

香川大学

香川県

産学連携 2015年12月30日 佐賀新聞

産学官連携 鹿島市が新ブランド、農産物で美容グッズ＿第１弾 ミカンエキスと「神水」 九州大学
使用 ハンドソープなど３品

佐賀県

産学連携 2016年01月06日 西日本新聞

藻類の研究機関設立へ 佐賀市が佐大、筑波大と連携 [佐賀県]

佐賀大学／筑波大学

佐賀県

産学連携 2016年01月18日 朝日新聞

「お茶大のお茶」学生が開発 一番人気は川辺産 鹿児島

お茶の水女子大学

鹿児島県

産学連携 2016年02月02日 讀賣新聞

島大起業 ファンド初出資

島根大学

島根県

産学連携 2016年02月09日 日本経済新聞

オタフクソース、広島大と包括協定 食品開発や人材育成

広島大学

広島県

産学連携 2016年02月09日 陸奥新報

企業の課題どう解決 学生視点でプラン／弘大

弘前大学

青森県

産学連携 2016年02月11日 朝日新聞

埼玉）学生の知恵、結婚式彩る 立正大と熊谷のホテル

立正大学

埼玉県

産学連携 2016年02月17日 日本経済新聞

「ここまで大学でやるのか」、山形大の有機デバイス開発

山形大学

山形県

産学連携 2016年02月20日 朝日新聞

香川）香大生のグループ、ツーリズム研究発表で最優秀賞

香川大学

香川県

産学連携 2016年02月27日 産業経済新聞

一畑電車がトートバッグ発売 京都造形芸術大生がデザイン

京都造形芸術大学

島根県

産学連携 2016年02月27日 北海道新聞

外国人客向け菓子開発、大学生の力で もりもと、北海商科大と連携

北海商科大学

北海道

産学連携 2016年02月28日 東京新聞

【千葉】千葉商大生がチョコ開発 販路開拓も自らの手で

千葉商科大学

東京都

産学連携 2016年03月07日 産業経済新聞

「くまモン」の駅弁だモン！ 大学生が考案 ＪＲ西

神戸松蔭女子学院大学

熊本県／宮崎県
／鹿児島県

産学連携 2016年03月08日 浦和経済新聞

岩槻人形協同組合、文京学院大と協定締結 技術とアイデア融合で新商品開発

文京学院大学

埼玉県

