新聞記事ネット情報（2016年12月16日～2017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 2016年12月16日 日刊工業新聞

帝京大、ロボ人材を早期教育?関東の小・中・高校と連携、プログラミング指導に力

帝京大学

栃木県

社会貢献 2016年12月17日 神戸新聞

新年準備へ高齢者宅をお片付け 住民と武庫女大生

武庫川女子大学

兵庫県

社会貢献 2016年12月17日 佐賀新聞

西九大生ら、地域特産品原料の「和菱」収穫

西九州大学

佐賀県

社会貢献 2016年12月19日 佐賀新聞

北部九州７短大合同、地域貢献活動など魅力発信

香蘭女子短期大学／佐賀女子短期大学／
精華女子短期大学／長崎女子短期大学／
佐賀県
長崎短期大学／西九州大学短期大学部／
福岡女子短期大学

社会貢献 2016年12月19日 静岡新聞

商店街の課題探る 松崎、静大学生が住民聞き取り

静岡大学

静岡県

社会貢献 2016年12月20日 朝日新聞

福島）復興はいかに 葛尾村民と３大学が議論

郡山女子大学／東北大学／日本大学

福島県

社会貢献 2016年12月20日 神戸新聞

阪神・淡路発生後から支援 四国大生が最後の交流

四国大学

兵庫県

社会貢献 2016年12月20日 静岡新聞

子育て世代呼び込みへ 大学生が井川の情報アプリ 静岡・葵区

常葉大学

静岡県

社会貢献 2016年12月21日 福島民報

ＩＣＴ活用「三位一体」 郡山市、会津大、テクノポリス機構

会津大学

福島県

社会貢献 2016年12月22日 福島民友新聞

「ドローン」使いまちづくり 田村市と慶応大、宅配などで実証実験

慶應義塾大学

福島県

社会貢献 2016年12月23日 信濃毎日新聞

上田高が東京外国語大と協定 人材育成で連携へ

東京外国語大学

長野県

社会貢献 2016年12月23日 室蘭民報

室工大生の地元就職促進、教員と企業経営者が初の交流

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
北海道
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

社会貢献 2016年12月24日 讀賣新聞

外国人に冊子で愛知紹介 県立大学生有志が工夫

愛知県立大学

地域の課題探り報告 ネットワーク大学コンソーシアム岐阜

岐阜大学／岐阜県立看護大学／岐阜薬科
大学／岐阜経済大学／岐阜女子大学／朝
日大学／岐阜聖徳学園大学／東海学院大
学／中京学院大学／中部学院大学／岐阜
医療科学大学／岐阜市立女子短期大学／
岐阜聖徳学園大学短期大学部／東海学院 岐阜県
大学短期大学部／中部学院大学短期大学
部／大垣女子短期大学／中日本自動車短
期大学／岐阜保健短期大学／高山自動車
短期大学／岐阜工業高等専門学校／情報
科学芸術大学院大学／放送大学

社会貢献 2016年12月25日 岐阜新聞

愛知県

社会貢献 2016年12月26日 河北新報

＜湯本温泉＞再生へアイデア沸々 大学生連携

工学院大学

岩手県

社会貢献 2016年12月28日 わかやま新報

教員養成など連携 和大と泉南８市町が協定

和歌山大学

大阪府

社会貢献 2017年01月06日 讀賣新聞

地域を翔る～大学の挑戦～＜５＞四万十川 ノリ安定収穫

高知大学

高知県

社会貢献 2017年01月07日 中日新聞

引きこもる若者へ「サロン」 彦根・街の駅「逓信舎」

滋賀県立大学

滋賀県

社会貢献 2017年01月08日 北日本新聞

動画で「入善移住」ＰＲ 県内の大学生グループ撮影

富山大学／富山県立大学

富山県

社会貢献 2017年01月08日 静岡新聞

女子学生 訓練運営担う 静岡県立大短期大学部４人

静岡県立大学短期大学部

静岡県

社会貢献 2017年01月09日 愛媛新聞

未就園児と親対象＿今治明徳短大生の子育て広場好評、毎週開催

今治明徳短期大学

愛媛県

社会貢献 2017年01月09日 共同通信

商品開発に留学生の知恵 滋賀、日本酒や観光ツアー企画

立命館大学

滋賀県

社会貢献 2017年01月11日 静岡新聞

常葉大生考案の健康ランチ 静岡市役所食堂で提供開始

常葉大学

静岡県

社会貢献 2017年01月12日 朝日新聞

宮崎）宮大生、消防学び「地域守る」 １３人のサークル

宮崎大学

宮崎県

社会貢献 2017年01月16日 北海道新聞

北大、ＪＡなど農業経営力向上へ連携 展示会や講座計画

北海道大学

北海道

社会貢献 2017年01月18日 朝日新聞

千葉）パーソナルモビリティーの実証実験 幕張新都心

千葉大学

千葉県

社会貢献 2017年01月18日 福島民報

東京農工大と協定 郡山市、農林水産業振興目指す

東京農工大学

福島県

社会貢献 2017年01月18日 毎日新聞

大学倶楽部・関西学院大＿児童の登校を１５年間見守る 教育学部生の活動に小学生
関西学院大学
が感謝の会

兵庫県

社会貢献 2017年01月21日 秋田魁新報

教養大で英語合宿できます 秋田市が教育旅行リーフレット

国際教養大学

秋田県

社会貢献 2017年01月23日 朝日新聞

岐阜）神岡からさらにノーベル賞を 東大宇宙線研と協定

東京大学

岐阜県

社会貢献 2017年01月24日 毎日新聞

大学倶楽部・文教大＿学生が福祉の問題学ぶ模擬体験型教材を作製 埼玉県草加市
文教大学
と共同で企画

埼玉県

社会貢献 2017年01月24日 南日本新聞

南大隅を農業体験の場に 町が東京農大と連携協定

東京農業大学

鹿児島県

社会貢献 2017年01月30日 朝日新聞

泉北ニュータウンの空き家活用、学生提案

大阪市立大学

大阪府

社会貢献 2017年01月30日 四国新聞

児童ら苗木植樹で自然の大切さ学ぶ 直島でイベント

広島大学

香川県

社会貢献 2017年01月31日 産業経済新聞

日本酒プリン、イチゴスムージー… 天理大生ら「新名物」開発 奈良

天理大学

奈良県

社会貢献 2017年02月01日 静岡新聞

地方創生推進サテライト 静岡市と県大、静大が開設

静岡県立大学／静岡大学／浜松医科大学
／電気通信大学／静岡県立大学／静岡文
静岡県
化芸術大学／東海大学／愛知学院大学／
沼津工業高等専門学校

社会貢献 2017年02月01日 宮崎日日新聞

宮大、若草通に拠点 空き店舗活用

宮崎大学

宮崎県

社会貢献 2017年02月02日 産業経済新聞

島大図書館に「地域情報コミュニティラボ」開設 第１弾「鐵の造形－島根県銑鉄鋳物産
島根大学
業の技と匠」

島根県

社会貢献 2017年02月02日 中日新聞

弁天通商店街、大学生が活性化 街角資料館を拠点に

愛知学院大学／名古屋学芸大学

愛知県

社会貢献 2017年02月04日 讀賣新聞

食育かるた 園児熱中 松戸市、聖徳大と制作

聖徳大学

千葉県

社会貢献 2017年02月09日 佐賀新聞

西九大×吉野ケ里町 名産「栄西茶」の焼き菓子完成

西九州大学

佐賀県

社会貢献 2017年02月09日 立川経済新聞

国立で一橋大生運営店がみそ作り企画 プロに学んで無添加のおいしさを

一橋大学

東京都

社会貢献 2017年02月09日 千葉日報

町の魅力調べ、活性化策提案 一宮で学習院大生ら

学習院大学

千葉県

社会貢献 2017年02月10日 朝日新聞

広島）英語絵本で呉の魅力発信、広島国際大の学生

広島国際大学

広島県

社会貢献 2017年02月10日 毎日新聞

大学倶楽部・追手門学院大＿市街地の一方通行化計画巡り、学生が市民インタビュー
追手門学院大学
大阪・茨木市長に報告

大阪府

社会貢献 2017年02月12日 京都新聞

和食研究、京都で共同組織 大学研究者ら今月末設立

京都府立大学

京都府

社会貢献 2017年02月12日 京都新聞

学校発農業地域と連携 京都府立大・京大・木津高

京都府立大学／京都大学

京都府

社会貢献 2017年02月12日 伏見経済新聞

「伏見野菜の地産地消」テーマに学食運営や体験ツアー 農家と弁当会社が連携事業 種智院大学

京都府

社会貢献 2017年02月14日 港北経済新聞

都市大生が地域テーマの研究成果発表 都筑区との連携事業もあわせて紹介

東京都市大学

神奈川県

社会貢献 2017年02月14日 日本経済新聞

鹿児島・長島町と慶大湘南藤沢、地方創生で協定

慶應義塾大学

鹿児島県

社会貢献 2017年02月16日 毎日新聞

【栃木】足利工大と烏山高が連携協定 大学教育への理解深め 高校教育の活性化へ 足利工業大学

栃木県

社会貢献 2017年02月19日 高知新聞

高知大生の地域貢献が大賞 大豊町でキビ焼酎｢八畝｣開発

高知大学

高知県

社会貢献 2017年02月21日 日刊工業新聞

学生が尼崎の課題抽出?産技短大、地域への関心高める

産業技術短期大学

兵庫県

社会貢献 2017年02月21日 北海道新聞

冬の避難所体感し検証 北翔大生ら、文京台小で宿泊調査

北翔大学

北海道

社会貢献 2017年02月22日 朝日新聞

千葉）千葉大生がグリーと学習アプリ制作 一般公開も

千葉大学

千葉県

社会貢献 2017年02月25日 朝日新聞

秋田）留学生と地域社会の交流をフリーペーパーに

秋田大学

秋田県

社会貢献 2017年02月25日 朝日新聞

愛知）商店街を盛り上げろ 大学生らが「手羽先読本」

名古屋学院大学

愛知県

社会貢献 2017年03月03日 朝日新聞

福井）地域医療の向上目指して 福井大でフォーラム

福井大学

福井県

社会貢献 2017年03月03日 東奥日報

東通村の活性化 弘大生が提案

弘前大学

青森県

社会貢献 2017年03月03日 毎日新聞

大学倶楽部・専修大＿川崎市の新城高校と高大連携協定、生徒と交流へ

専修大学

神奈川県

社会貢献 2017年03月06日 南日本新聞

伝統的街並み、活性化に生かせ 日伊の学生が肝付町に提案

鹿児島大学

鹿児島県

社会貢献 2017年03月07日 中日新聞

信州みその洋菓子誕生 飯田女子短大生とシェフが共同開発

飯田女子短期大学

長野県

社会貢献 2017年03月07日 日本経済新聞

女子学生と焼き菓子開発、廣盛堂と東北公益文科大

東北公益文科大学

山形県

社会貢献 2017年03月08日 日本経済新聞

福井県立大と小浜市 連携 人材育成や政策立案

福井県立大学

福井県

社会貢献 2017年03月08日 北海道新聞

雪害想定し救助の連携確認 芦別で訓練

北日本自動車大学校

北海道

社会貢献 2017年03月09日 岩手日報

岩手大に新レストラン 県食材活用、地域にも開放

岩手大学

岩手県

社会貢献 2017年03月09日 熊本日日新聞

東海大の断層を県が保存活用 南阿蘇再生の拠点に

東海大学

熊本県

社会貢献 2017年03月09日 大分合同新聞

教育機関が災害支援協力 大分市、体制強化へ協定

大分大学／日本文理大学／大分工業高等
大分県
専門学校

社会貢献 2017年03月12日 京都新聞

学生と住民「むすぶ」拠点できた 京産大生が井手に開所

京都産業大学

京都府

社会貢献 2017年03月13日 埼玉新聞

女子大生と高齢者がコラボ 「おしゃれ」に焦点、ファッション誌製作

十文字学園女子大学

埼玉県

社会貢献 2017年03月14日 朝日新聞

京女大と奈良女大 地域との連携議論

奈良女子大学／京都女子大学

奈良県／京都府

記事タイトル

大学・短期大学

都道府県

分野

日付

媒体

公開講座 2016年12月18日 山陰中央新報

島根ワイド : 山陰５大学 松江でソーシャルラーニング総括シンポ

島根大学／公立鳥取環境大学／鳥取短期
大学／島根県立大学／島根県立大学短期 島根県／鳥取県
大学部

公開講座 2016年12月22日 西日本新聞

プログラミング、児童が体験 九工大教授ら祝町小で出前授業 [福岡県]

九州工業大学

福岡県

公開講座 2017年01月18日 南日本新聞

鹿児島高専で科学特別講座 小中生ロボット製作に挑戦

鹿児島工業高等専門学校

鹿児島県

公開講座 2017年01月23日 朝日新聞

岩手）岩手大と立教大、大学の震災支援めぐりシンポ

岩手大学／立教大学

岩手県

公開講座 2017年01月30日 河北新報

＜311次世代塾＞大震災若者に伝承 ４月開設

東北福祉大学／東北大学／宮城教育大学
／東北学院大学／東北工業大学／宮城学 宮城県
院女子大学／尚絅学院大学

公開講座 2017年01月30日 毎日新聞

大学倶楽部・武蔵大＿「創造と破壊の経済学」テーマに経済学部教員が公開講座 ３月
武蔵大学
７～１０日

東京都

公開講座 2017年02月02日 大分合同新聞

若者 地域見つめる 県内の大学、企業、行政が講座

大分県立看護科学大学／大分県立芸術文
化短期大学／大分工業高等専門学校／大
大分県
分大学／日本文理大学／別府大学／別府
大学短期大学部／別府溝部学園短期大学

公開講座 2017年02月03日 河北新報

＜東北大＞臨床宗教師に学ぼう ４月から講座

東北大学

宮城県

公開講座 2017年02月04日 琉球新報

グーグルと学ぶデジタルマーケティング 琉大で最終講義

琉球大学

沖縄県

公開講座 2017年02月05日 福島民報

復興の取り組み発信 福医大、広島大、長崎大関係者ら 福島で「県民公開大学」

福島医科大学／広島大学／長崎大学

福島県

公開講座 2017年02月07日 日本経済新聞

３Ｄプリンターで製作 徳島大が人形浄瑠璃 東京で公演

徳島大学

東京都

公開講座 2017年02月16日 紀伊民報

地域経営を考える 和歌山大学が観光塾

和歌山大学

和歌山県

公開講座 2017年03月06日 福島民友新聞

震災経験から『復興の姿』探る 福島大シンポ、新潟で意見交換

福島大学

新潟県

公開講座 2017年03月07日 讀賣新聞

起業家育成 岡大で講座

岡山大学

岡山県

記事タイトル

大学・短期大学

都道府県

産学連携 2016年12月19日 松本経済新聞

塩尻市×リクルート×信大「ローカルイノベーションプログラム」 地域課題考える

信州大学

長野県

産学連携 2016年12月23日 産業経済新聞

京都府立大のマカロン、京産大のドロップ…大学生らが相次ぎ新商品を開発

京都府立大学／京都産業大学

京都府

産学連携 2016年12月26日 EconomicNews

エーザイと慶大が認知症の新薬開発に挑む 産学連携で研究ラボを設立

慶應義塾大学

東京都

産学連携 2017年01月02日 時事通信

「笑い」教える大学＝出前授業、落語家も－本場で広がる・大阪

近畿大学／大阪市立大学／関西大学

大阪府

産学連携 2017年01月04日 河北新報

＜インバウンド＞山形 世界が認めた「食」紹介

イタリア食科学大学

世界

産学連携 2017年01月04日 日本経済新聞

産官学で生薬研究拠点 熊本大・県など 新原料を効率栽培

熊本大学

熊本県

産学連携 2017年01月20日 朝日新聞

東京）駒沢女子大生、マンション企画 調布

駒沢女子大学

東京都

産学連携 2017年01月28日 EconomicNews

産学官連携によるアクティブ・ラーニングを支援する記述・発話分析の実証研究とは

静岡大学

愛媛県

産学連携 2017年01月31日 朝日新聞

山形）宮城県産の中骨レトルトを給食に 高畠中

石巻専修大学

宮城県／山形県

産学連携 2017年01月31日 北海道新聞

はこだて未来大 ＡＩ研究拠点開設へ 企業と連携、人材育成も

公立はこだて未来大学

北海道

産学連携 2017年02月02日 日刊工業新聞

愛知ビジネス／愛知県、名大に産業防災の中核拠点 中部の産学官連携

名古屋大学

愛知県

産学連携 2017年03月09日 朝日新聞

群馬）産官学連携、子どもの感性育む 桐生・未来創生塾

群馬大学

群馬県

産学連携 2017年03月09日 時事通信

短大とコラボの洋菓子販売＝鹿児島県錦江町〔地域〕

鹿児島純心女子短期大学

鹿児島県

産学連携 2017年03月09日 日本経済新聞

日本MSと静岡大学、クラウドを使った「反転学習」を全国へ

静岡大学

日本

産学連携 2017年03月13日 日本経済新聞

ソニーと東大、次世代の技術人材育成 ＡＩやＶＲ

東京大学

日本
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