新聞記事ネット情報（2016年03月16日～2016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 2016年03月16日 わかやま新報

定住促進のＰＲ動画完成 和歌山市と和大

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2016年03月16日 日本海新聞

珈琲のまち、鳥取発信へ 鳥大生がマップ製作中

鳥取大学

鳥取県

社会貢献 2016年03月18日 南日本新聞

南九州市・頴娃で空き家再生 高校・大学生、老人会が協力

第一工業大学

鹿児島県

社会貢献 2016年03月19日 東京新聞

【茨城】小中生の指導や市民講座 結城市が白鴎大と連携協定

白鴎大学

茨城県

社会貢献 2016年03月21日 陸奥新報

弘大が福島・浪江の避難住民調査

弘前大学

福島県

同志社大、「バスの駅」設置 地域貢献の観点から

同志社大学

京都府

社会貢献 2016年03月23日 北海道新聞

樽商大生ら泊まってみた！ 宇宙記念館の活用策探る

小樽商科大学

北海道

社会貢献 2016年03月23日 福島民報

風評払拭で包括連携 北塩原村と東京農大締結

東京農業大学

福島県

社会貢献 2016年03月24日 日刊工業新聞

[ 地域経済 ]学生の視点で地域課題解決 芝浦工大、優秀プラン９件選定

芝浦工業大学

東京都

社会貢献 2016年03月28日 讀賣新聞

空き家 シェアハウスに…浜田、県立大生専用

島根県立大学

島根県

社会貢献 2016年04月02日 高知新聞

高知の大学生が地域活動のガイド本作成

高知大学／高知県立大学／高知工科
大学

高知県

社会貢献 2016年04月05日 朝日新聞

佐賀）特製シシリアンライスを「国王」へ 佐賀大生

佐賀大学

佐賀県

社会貢献 2016年04月06日 山形新聞

地域の課題解決へ「座学＋実践」でリーダー育成 東北公益文科大、16日に開講

東北公益文科大学

山形県

社会貢献 2016年04月06日 京都新聞

都市部と里山交流、大学が仲介 京都で「さと・まちコラボ」

龍谷大学

京都府

社会貢献 2016年04月06日 朝日新聞

兵庫）ハンセン病療養所の資料英訳 世界遺産へ大手前大

大手前大学

岡山県

社会貢献 2016年04月07日 西日本新聞

女子大生目線の防犯マップ 被害状況、対策など示す 九州栄養福祉大と東筑紫短大
九州栄養福祉大学／東筑紫短期大学
[福岡県]

福岡県

社会貢献 2016年04月08日 讀賣新聞

南山形の魅力発掘へタッグ…東北文教大と住民

東北文教大学

山形県

社会貢献 2016年04月10日 山口新聞

梅光大、北九州女子大生が案内の「関門女子旅」初開催

梅光学院大学／北九州市立大学

山口県／福岡県

社会貢献 2016年04月10日 東京新聞

【神奈川】行政の課題、学生が考える 文教大と茅ケ崎市が連携

文教大学

神奈川県

社会貢献 2016年04月11日 毎日新聞

大学発の新駅弁「『餃子めし』弁当」を期間限定販売

宇都宮大学

栃木県

社会貢献 2016年03月22日

クリスチャントゥ
デイ

社会貢献 2016年04月11日

東洋経済オンラ
イン

佐賀が｢東京の大学生｣を地域活性に呼ぶ理由＿外からの視点で次々明らかになった｢
東京農業大学／慶應義塾大学
問題点｣
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／旭川工業高
等専門学校／釧路工業高等専門学校

佐賀県

社会貢献 2016年04月13日 室蘭民報

“地域学”を必修科目に、室工大が新カリキュラム

北海道

社会貢献 2016年04月14日 毎日新聞

大学倶楽部・金沢工業大＿地元自治体の職員を招きプロジェクトデザイン教育の説明
金沢工業大学
会を開催

石川県

社会貢献 2016年04月14日 京都新聞

農業者育成へスクラム 京都学園大と京丹波の法人など３者

京都学園大学

京都府／福井県

社会貢献 2016年04月14日 朝日新聞

愛媛）西条市と愛大など連携 地域活性化の拠点オープン

愛媛大学

愛媛県

社会貢献 2016年04月14日 朝日新聞

福井）県内５大学共通講義スタート 地元志向の学生育成

福井大学／福井県立大学／敦賀市立
看護大学／福井工業大学／仁愛大学

福井県

社会貢献 2016年04月15日 毎日新聞

大分大＿「大分創生」必修に 新入生に説明会 ／大分

大分大学／大分県立看護科学大学／
日本文理大学／別府大学

大分県

社会貢献 2016年04月17日 琉球新報

名桜大学生が「通訳協力隊」 外国人観光客手助け 地域で語学講座も

名桜大学

沖縄県

社会貢献 2016年04月17日 神奈川新聞

若い力で団地活性化を 学生の入居推進

神奈川県立保健福祉大学

神奈川県

社会貢献 2016年04月20日 文京経済新聞

文京・跡見女子大が群馬県長野原町と協定締結 地域と主に歩む人材育成を目的に

跡見学園女子大学

群馬県

社会貢献 2016年04月22日 荘内日報

山大農学部 就農希望の学生など支援

山形大学

山形県

社会貢献 2016年04月22日 朝日新聞

福島）南相馬市バスマップ、福大生が制作 高齢者に配慮

福島大学

福島県

社会貢献 2016年04月22日 讀賣新聞

県外大学生 過疎地元気に

羽衣国際大学／摂南大学／関西大学

和歌山県

社会貢献 2016年04月27日 河北新報

＜飯坂温泉＞今昔比べて 大学生が散策パンフ

福島大学

福島県

社会貢献 2016年04月29日 河北新報

＜岩手大＞三陸復興の知見を人口問題に活用

岩手大学

岩手県

社会貢献 2016年04月29日 愛媛新聞

松山東雲女子大生考案の新メニュー 久万高原道の駅

松山東雲女子大学

愛媛県

社会貢献 2016年04月30日 紀伊民報

紀の国大学で人材育成 大学や金融機関など連携

和歌山大学／大阪府立大学／大阪市
立大学／摂南大学／和歌山信愛女子
短期大学／和歌山工業高等専門学校
／／関西大学／近畿大学／和歌山県
立医科大学

和歌山県

社会貢献 2016年05月04日 日刊工業新聞

堺市、甲南大と包括連携協定 ＡＩと中小の技術融合

甲南大学

大阪府

社会貢献 2016年05月07日 北國新聞

農家民宿生かし活性化 今年度から、穴水町が京大と共同研究

京都大学

石川県

社会貢献 2016年05月08日 毎日新聞

青森公立大＿学生がカフェ経営 空き物件活用し現場を体験

青森公立大学

青森県

社会貢献 2016年05月09日 佐賀新聞

大卒者の地元定着＿県挙げた連携で推進を

佐賀大学／九州龍谷短期大学／佐賀
女子短期大学

佐賀県

社会貢献 2016年05月11日 日本経済新聞

複合リゾート施設を「大学連携型CCRC」に、千葉県長柄町で事業化へ

千葉大学／敬愛大学

千葉県

社会貢献 2016年05月12日 山陽新聞

和気町と清心女子大が連携協定 教育や文化で包括的に協力

ノートルダム清心女子大学

岡山県

社会貢献 2016年05月17日 佐賀新聞

県教委と佐大連携協定 教職大学院へ現職教員

佐賀大学

佐賀県

社会貢献 2016年05月18日 西日本新聞

北九大生が地震ボランティア 「学生ネットワークを強化」 [福岡県]

北九州市立大学

熊本県

社会貢献 2016年05月20日 東奥日報

「田んぼアート」発信や商品企画で人材育成

弘前大学／青森県立保健大学／東北
女子大学／八戸工業大学／弘前学院
大学／八戸学院大学／青森中央学院
大学／弘前医療福祉大学／青森中央
短期大学／八戸工業高等専門学校

青森県

社会貢献 2016年05月22日 北海道新聞

「熱中小学校」来春に開校 更別に社会人らの学びの場

帯広畜産大学

北海道

社会貢献 2016年05月22日 岩手日日新聞

次代につなげブドウ生産 岩手大生と生産者が交流

岩手大学

岩手県

社会貢献 2016年05月23日 産業経済新聞

大谷大学地域連携室調べ 20代の“つながり”のスタンス 女性も男性も「“広く浅く”よ
り“狭く深く”」、「お誘いは“待ち”の姿勢」

大谷大学

京都府

社会貢献 2016年05月24日 高松経済新聞

香川大生「地元再発見の旅」プロジェクト、17回目は三野町・人形浄瑠璃と女太鼓鑑賞 香川大学

香川県

社会貢献 2016年05月25日 紀伊民報

大塔の魅力伝えたい 和歌山大学と道の駅が連携

和歌山大学

和歌山県

社会貢献 2016年05月25日 沖縄タイムス

タイムス・早大 共同制作「マニフェストスイッチ沖縄県議選」政策比較サイト公開

早稲田大学

沖縄県

社会貢献 2016年05月26日 文京経済新聞

文京・本郷で3月閉店の老舗旅館の実測調査 地域の記録を後世に

法政大学

東京都

社会貢献 2016年05月26日 朝日新聞

秋田）新屋駅待合に「小さな図書館」 公立美大とＪＲ

秋田公立美術大学

秋田県

社会貢献 2016年05月28日 岐阜新聞

政治参加、若者が知恵 岐阜大生や市民が意見交換

岐阜大学

岐阜県

社会貢献 2016年05月29日 中日新聞

鞍掛山周辺の生物 本に 県立大生 １８年度完成目指す

石川県立大学

石川県

社会貢献 2016年05月29日 高知新聞

高知県安芸市奈比賀の文化伝えよう 県立大学生の協力で冊子

高知県立大学

高知県

社会貢献 2016年05月31日 南日本新聞

甘さ上品、あやこまちソフト 鹿児島女子短大が道の駅川辺と開発

鹿児島女子短期大学

鹿児島県

社会貢献 2016年05月31日 朝日新聞

福岡）女子大生お薦め、北九州オトナ旅 パンフ作製

西南女学院大学

福岡県

社会貢献 2016年06月01日 京都新聞

サイバー犯罪捜査の人材育成へ 京都府警、大学、専門校と協定

社会貢献 2016年06月02日 毎日新聞

地域貢献事業＿学生視点で鹿野活性化 ＮＰＯ、大阪国際大が協力調印 鳥取 ／鳥 大阪国際大学／大阪国際大学短期大
取
学部

鳥取県

社会貢献 2016年06月03日 朝日新聞

富山）防火建築帯生かそう 神奈川大院生が調査 魚津

神奈川大学

富山県

社会貢献 2016年06月05日 福島民報

被災地の現状学ぶ 東洋大生ら富岡を視察

東洋大学

福島県

社会貢献 2016年06月05日 朝日新聞

岡山）若者の政治参画めざして 岡山大などがイベント

岡山大学

岡山県

社会貢献 2016年06月05日 朝日新聞

徳島）育て学生のチャレンジ精神 サークル設立

徳島大学／四国大学／徳島文理大学
／四国大学短期大学部／徳島工業短
期大学／阿南工業高等専門学校

徳島県

社会貢献 2016年06月07日 神戸新聞

子ども支援の拠点に 尼崎に「まちの寺子屋」開設

園田学園女子大学

兵庫県

社会貢献 2016年06月09日 秋田経済新聞

秋田美大が「芸術価値創造拠点」事業 県内4市町舞台に人材育成目指す

秋田公立美術大学

秋田県

社会貢献 2016年06月11日 日本経済新聞

金沢大がビッグデータ活用講義 自治体に政策提案も

金沢大学

石川県

社会貢献 2016年06月12日 毎日新聞

くらし＆経済＿「未来創造塾」創設へ 田辺市、富山大と連携 地域課題や資源活用
講座開講、塾生を募集 ／和歌山

富山大学

和歌山県

社会貢献 2016年06月13日 滋賀報知新聞

大学生が自主製品販売「滋賀短フェア」開催

滋賀短期大学

滋賀県

社会貢献 2016年06月14日 日本海新聞

環境大生が熊本地震支援 チャリティーイベントを企画

鳥取環境大学

鳥取県

分野

日付

媒体

京都情報大学院大学

記事タイトル

大学・短期大学

京都府

都道府県

公開講座 2016年03月17日 中日新聞

今こそイ病に学ぼう 富大有志、環境相会合向け講座

富山大学

富山県

公開講座 2016年05月03日 讀賣新聞

水俣病６０年、東大で講演会…熊本から中継も

東京大学

東京都

公開講座 2016年05月10日 文京経済新聞

文京・跡見女子大で公開講座 「ファッション文化とライフスタイル」テーマに

跡見学園女子大学

東京都

公開講座 2016年05月11日 福島民友新聞

風評被害対策を探る 福島大公開講座が開講

福島大学

福島県

公開講座 2016年05月12日 四国新聞

「リーダー養成講座」受講生募集／観音寺

東北芸術工科大学

香川県

公開講座 2016年05月17日 静岡新聞

子供でも利用可能に 静岡福祉大図書館

静岡福祉大学

静岡県

公開講座 2016年05月18日 北海道新聞

旅館経営者、全国で育て 好評の樽商大講座、観光庁が拡大へ

小樽商科大学

北海道

公開講座 2016年06月03日 東京新聞

【東京】玉川上水に見る奇跡の星・地球 武蔵野美大の関野教授ら「永住計画」

武蔵野美術大学

東京都

公開講座 2016年06月08日 佐賀経済新聞

佐賀大で環境フォーラム 清掃工場見学やワークショップなど

佐賀大学

佐賀県

公開講座 2016年06月08日 愛媛新聞

次代の観光担う人材を 愛媛大で育成講座開講

愛媛大学

愛媛県

公開講座 2016年06月11日 東京新聞

【社会】東北の美 必ず取り戻す 東京芸大が被災の美術品集め展覧会

東京藝術大学

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 2016年03月24日 産業経済新聞

龍谷大、京都教育大「食」テーマに企業とコラボ 商品販売、学内活性化にも期待 京
都

龍谷大学／京都教育大学

京都府

産学連携 2016年03月26日 船橋経済新聞

市川・千葉商科大学生が健康嗜好のチョコレート販売 メーカーと連携で

千葉商科大学

山形県

産学連携 2016年03月28日 産業経済新聞

近大とスタバが環境リサイクルでタッグ 店から出る廃棄物をバイオ燃料化

近畿大学

日本

産学連携 2016年03月30日 日本経済新聞

育て「北大発ベンチャー」 大学が認定制度

北海道大学

北海道

産学連携 2016年04月07日 山口新聞

産学連携、講座を新設 山大医学部、がん新薬など研究開発

山口大学

山口県

産学連携 2016年04月07日 日刊工業新聞

東大、ベンチャー育成で新ファンド－経団連・ＶＣと企業創出

東京大学

日本

産学連携 2016年04月07日 タウンニュース

「大学連携型」高齢者住宅いよいよ着工 社会＿全国初「日本版ＣＣＲＣ」として注目

桜美林大学

東京都

産学連携 2016年04月08日 日本経済新聞

トヨタと名大、一人暮らし見守るコミュニティー作り＿足助病院プロジェクト、センサーと
スマホを活用

名古屋大学

愛知県

産学連携 2016年04月10日 産業経済新聞

女性の心つかむ球磨焼酎進化 地元出身崇城大生がリキュール立案

崇城大学

熊本県

産学連携 2016年05月07日 毎日新聞

金城学院大＿女子大生２３人、セントレアサポーターズに 産学連携、若い発想で魅力
金城学院大学
ある空港を ／愛知

愛知県

産学連携 2016年05月14日 河北新報

魚を活用した食教育推進へ 漁協と大学が連携

宮城学院女子大学

宮城県

産学連携 2016年05月28日 岩手日報

「仕立て屋女子」がタッグ 県北のアパレル担う人材に

文化ファッション大学院大学

岩手県

産学連携 2016年05月30日 日刊工業新聞

東北大、社会の課題解決へ拠点−分野横断的に長期・大型研究

東北大学

宮城県

産学連携 2016年05月30日 産業経済新聞

熊本地震の教訓、地域防災に 福岡大でシンポ、専門家が報告

福岡大学

福岡県

産学連携 2016年06月06日 日刊工業新聞

横浜国立大、文理融合型の産学連携開始−大型プロジェクト呼び込みやすく

横浜国立大学

神奈川県

産学連携 2016年06月09日 朝日新聞

秋田）国際教養大とＪＲが包括協定

国際教養大学

秋田県

産学連携 2016年06月10日 大阪日日新聞

大学のお得朝食人気 生活リズム改善に効果

大阪大学

大阪府

産学連携 2016年06月12日 朝日新聞

新潟）朝食メニュー「上越の味」 地元大学生たちが考案

上越教育大学

新潟県

