
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09月18日 沖縄タイムス マコモ茶、おいしくなーれ　琉大生が商品化狙いアレンジ 琉球大学 沖縄県

社会貢献 2017年09月21日 朝日新聞 香川）外国人向け無料遍路宿を　志度寺と香大生がコラボ 香川大学 香川県

社会貢献 2017年09月21日 紀伊民報 小規模校の運動会をお手伝い　和歌山大の学生 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2017年09月22日 南日本新聞 鹿児島国際大生が阿久根にチャレンジショップ　23日本開業、空き店舗を活用 鹿児島国際大学 鹿児島県

社会貢献 2017年09月23日 中日新聞 学びの拠点　富山駅前に　１８年度にも　富大などが開設

富山大学／富山県立大学／高岡法科
大学／富山国際大学／富山短期大学
／富山福祉短期大学／富山高等専門
学校

富山県

社会貢献 2017年09月23日 伏見経済新聞 伏見向島のヘリツアーとまち歩き　京都すばる高校の生徒が企画 京都文教大学 京都府

社会貢献 2017年09月24日 福島民報 福島大が五輪盛り上げへ企画公募　１０月２８日、福島でコンテスト 福島大学 福島県

社会貢献 2017年09月27日 讀賣新聞 自治体　協定で活性化 津田塾大学／福井大学 福井県

社会貢献 2017年10月01日 下野新聞 栃木市の魅力、インスタで発信　帝京大生が観光資源発掘プロジェクト 帝京大学 栃木県

社会貢献 2017年10月02日 奈良新聞
奈良・大和郡山市と大阪教育大が連携協定を締結　学びの機会提供、教職員の質向
上など図る目的

大阪教育大学 奈良県

社会貢献 2017年10月03日 住宅新報 社会貢献活動に学ぶ　芝浦工大学生プロジェクト　地域に寄り添う学生支援 芝浦工業大学 東京都

社会貢献 2017年10月06日 福島民報 「復興学」授業開講　東日本国際大　行政リーダーが講師に 東日本国際大学 福島県

社会貢献 2017年10月12日 讀賣新聞
敬愛大学が11月11日に「総合地域研究所シンポジウム2017 インバウンド観光振興に
よる地域創生と人材育成」を開催

千葉大学／敬愛大学 千葉県

社会貢献 2017年10月14日 福島民報 地域貢献分野を強化　県公立大学法人評価委　福医、会津の中期目標案 福島県立医科大学／会津大学 福島県

社会貢献 2017年10月17日 日本経済新聞 九大と福岡県・春日市がスマートコミュニティ構築事業 九州大学 福岡県

社会貢献 2017年10月19日 北日本新聞 県立大生が商店街づくりサポート　城端 富山県立大学 富山県

社会貢献 2017年10月19日 京都新聞 円形茶園ヒント「一坪茶室」　京都工繊大生ら制作 京都工芸繊維大学 京都府

社会貢献 2017年10月20日 苫小牧民報 先進的で高度な学習体験　千歳科技大、札幌開成の高校生に授業 千歳科学技術大学 北海道

社会貢献 2017年10月21日 東京新聞 浦賀活性化　住民と考える　横浜市立大２年ゼミ生　課題など聞き取り 横浜市立大学 神奈川県

新聞記事ネット情報（2017年09月16日～2017年12月15日）



社会貢献 2017年10月21日 桐生タイムス 日大文理学部と教育連携、桐一校 日本大学 群馬県

社会貢献 2017年10月22日 毎日新聞
大学倶楽部・芝浦工業大＿地域の課題解決事業の成果を発表　芝浦キャンパスで３１
日にシンポジウム

芝浦工業大学 東京都

社会貢献 2017年10月24日 南日本新聞 鹿児島大と遠隔授業　記事活用を研究　与論・茶花小 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2017年10月25日 朝日新聞 愛知）大学生の力、防犯に　人口急増の街の試み 東海学園大学 愛知県

社会貢献 2017年10月26日 産業経済新聞 群大、路線バスの自動運転を来月から実験　交通弱者救済へ道筋 群馬大学 群馬県

社会貢献 2017年10月28日 神戸新聞 「宝塚」とは？　関学大の講義が本に 関西学院大学 兵庫県

社会貢献 2017年10月29日 福島民報 会津の魅力 世界に　県と会津大が若松でツアー 会津大学 福島県

社会貢献 2017年11月04日 北日本新聞 東京の大学設置規制で賛否　本社世論調査 富山県立大学 富山県

社会貢献 2017年11月07日 北國新聞 氷見市と名城大農学部協定　農業で地域課題を解決 名城大学 富山県

社会貢献 2017年11月14日 長野日報 茅野市長と諏訪東理大生　初の「まち懇」 諏訪東京理科大学 長野県

社会貢献 2017年11月20日 共同通信 スポーツと健康づくりで自治体と連携　日体大が知見生かし地域活性化に貢献 日本体育大学 日本

社会貢献 2017年11月29日 わかやま新報 大学と地域で地方創生を　紀の国大学シンポ
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

和歌山県

社会貢献 2017年11月30日 日本農業新聞
「棚田で稼ぐ」２年目に意欲　静岡の大学生「耕作隊」挑む　ビジネスモデル期待　浜松
市北区引佐町久留女木

静岡文化芸術大学 静岡県

社会貢献 2017年12月03日 京都新聞 京都・福知山に「子ども食堂」　公立大生が運営 福知山公立大学 京都府

社会貢献 2017年12月04日 西日本新聞
若い感性で商店街に活力　九州女子大・前田研究室の６人　空き店舗改修、インスタも
意識 [福岡県]

九州女子大学 福岡県

社会貢献 2017年12月07日 福島民報 ９市町村で食農学実践　福大、自治体ごとにテーマ 福島大学 福島県

社会貢献 2017年12月08日 神奈川新聞 地元産フルーツでビール　川崎、学生らが開発 和光大学 神奈川県

社会貢献 2017年12月08日 産業経済新聞 洲本市と龍谷大のため池ソーラー発電に「プラチナ大賞優秀賞」 龍谷大学 兵庫県

社会貢献 2017年12月12日 西日本新聞
朝倉市と東峰村復興アイデア新聞　九大の支援団が製作　住民集会の意見まとめ随時
更新 [福岡県]

九州大学 福岡県

社会貢献 2017年12月12日 日本経済新聞 山形大、山形でレモン試験栽培　豪雪地の廃校利用 山形大学 山形県

社会貢献 2017年12月13日 京都新聞 風味ほんのり「蜂蜜パン」　大学生が地域と共同開発 京都産業大学 京都府



社会貢献 2017年12月15日 朝日新聞 群馬）過疎地支援、息長く　前橋国際大、関東学園大
共愛学園前橋国際大学／関東学園大
学

群馬県

社会貢献 2017年12月15日 高知新聞 空き家改修で地域活性を　高知工科大の学生団体奮闘　香美市 高知工科大学 高知県

社会貢献 2017年12月15日 神戸新聞 スマホ使う加古川観光スタンプラリー　甲南大生が開発 神戸大学 兵庫県

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 2017年09月23日 Itmedia 本物そっくり「クローン文化財」展覧会　東京芸大が挑む「失われた刻の再生」 東京藝術大学 東京都

公開講座 2017年09月25日 産業経済新聞 桐生の青年の家で立正大が無料講座 立正大学 群馬県

公開講座 2017年09月27日 産業経済新聞 【からだのレシピ】東大が公開シンポ　動物用いて老化メカニズム解明へ 東京大学 東京都

公開講座 2017年10月03日 東大阪経済新聞 大阪商業大学で「東大阪地域経済の歴史展」　東大阪の産業の変遷たどる 大阪商業大学 大阪府

公開講座 2017年10月06日 共同通信 秋の金沢の夜を幻想的に演出　金沢工業大が「月見光路」プロジェクト 金沢工業大学 石川県

公開講座 2017年10月17日 日本経済新聞
京大・阪大・神戸大、産学連携の取り組み加速＿関西経済人・エコノミスト会議３大学シ
ンポ　関西発イノベーションと人材育成

京都大学／大阪大学／神戸大学 日本

公開講座 2017年10月19日 神戸新聞 高齢者らの健康に一役　兵庫大の出前講座好評 兵庫大学 兵庫県

公開講座 2017年10月23日 毎日新聞
大学倶楽部・専修大、日本女子大、明治大＿３大学が合同コンサート　川崎市で１１月
１１日

専修大学／日本女子大学／明治大学 神奈川県

公開講座 2017年10月29日 東奥日報 地域学校運営考える／青森中央学院大で討議 青森中央学院大学 青森県

公開講座 2017年11月06日 河北新報 ＜津波防災の日＞「次世代塾」受講の大学生、東京で震災教訓伝える 東北福祉大学 東京都

公開講座 2017年11月08日 日刊スポーツ 日本ハム、トレーナーと管理栄養士が市民講座で講演 北海道大学 北海道

公開講座 2017年11月10日 毎日新聞 東京藝大130周年記念、幼児からアーティストまで一挙展示11/17-12/3 東京藝術大学 東京都

公開講座 2017年11月20日 河北新報 ＜東北大＞研究者の卵　仕組み学ぶ　ＷＳで高校生ら議論 東北大学 宮城県

公開講座 2017年11月26日 東海新報 健康テーマに学び深める、北里大学市民公開講座／大船渡市 北里大学 岩手県

公開講座 2017年11月26日 宮崎日日新聞 県産食材魅力向上探る　学生と専門家討論 宮崎産業経営大学 宮崎県

公開講座 2017年11月29日 佐賀新聞
CGやVRの「今」体験　佐賀大本庄キャンパスで＿２９日から「フロントライン２０１７」最新
のデジタル技術紹介

佐賀大学 佐賀県

公開講座 2017年11月29日 佐賀新聞 浦田川（塩田津）の生き物学習　九大院生から教わる子どもたち 九州大学 佐賀県

公開講座 2017年12月01日 毎日新聞
大学倶楽部・拓殖大＿学生チャレンジ企画の成果発表会を開催　１２月２日　文京キャ
ンパスで

拓殖大学 東京都



公開講座 2017年12月06日 高知新聞 合同で防災学ぶ　興津小の児童と京大研　高知県黒潮町 京都大学 高知県

公開講座 2017年12月08日 横手経済新聞 秋田・国際教養大学で「増田・十文字地区」のインバウンド研究報告 国際教養大学 秋田県

公開講座 2017年12月09日 産業経済新聞 「国際忍者学会」設立へ　三重大、来年２月に総会　国内外の研究者と議論を 三重大学 三重県

公開講座 2017年12月10日 山形新聞 最先端の科学にわくわく　飯豊でサイエンススクール 山形大学 山形県

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 2017年09月18日 佐賀新聞 佐賀女子短大、西日本旅行と産学連携 佐賀女子短期大学 福岡県／佐賀県

産学連携 2017年09月28日 時事通信 女子大生が米油で定食レシピ＝千葉〔地域〕 和洋女子大学 千葉県

産学連携 2017年10月03日 日刊工業新聞 千葉大とＪＴＢ総研、大学院生を育成　地域観光振興で連携 千葉大学 日本

産学連携 2017年10月03日 日本経済新聞 岡崎ＳＡの「ご当地パン」、南山大生が考案　名古屋銀が仲介 南山大学 愛知県

産学連携 2017年10月04日 池袋経済新聞 東武池袋と立教大学学生がコラボ　ティラミスをアレンジし14商品開発 立教大学 東京都

産学連携 2017年10月05日 紀伊民報 南高梅使い「鍋つゆ」　中田食品、大学などと連携 梅花女子大学 和歌山県

産学連携 2017年10月07日 中日新聞 医療機器のデータ集約　信大など４大学と１１企業連携 信州大学 長野県

産学連携 2017年10月10日 神戸経済新聞 神戸大学と地方活性化型飲食店が産学連携　丹波黒枝豆解禁でPR 神戸大学 兵庫県

産学連携 2017年10月11日 日本経済新聞 鹿児島県内の空き物件活用　若者らとコラボ相次ぐ 鹿児島国際大学 鹿児島県

産学連携 2017年10月12日 日刊工業新聞 名大、名古屋駅前に産学官連携拠点　学生起業を支援 名古屋大学 愛知県

産学連携 2017年10月12日 博多経済新聞 九大生が考えた「学生のためのノート」　グッドデザイン賞受賞 九州大学 佐賀県

産学連携 2017年10月14日 日本経済新聞 産官学データの収集・活用推進で協議会、高松市で25日設立 香川大学 香川県

産学連携 2017年10月14日 日本経済新聞 滋賀医大・滋賀銀、医療分野で協定　新ビジネス創出 滋賀医科大学 滋賀県

産学連携 2017年10月16日 流通ニュース サツドラグループ／北海道大学内にAI開発拠点を開設 北海道大学 北海道

産学連携 2017年10月17日 山陰中央新報 コンビニスイーツ 島根県立大生が開発　県産食材の魅力発信 島根県立大学短期大学部 島根県

産学連携 2017年10月18日 日本経済新聞 女性管理職　大分で増やせ　大分大、三和酒類などと連携＿共同研究、リーダー役に 大分大学 大分県

産学連携 2017年10月19日 日本海新聞 島根大が安来の企業と共同研究　航空機の部品材料で 島根大学 島根県

産学連携 2017年10月19日 日本経済新聞 産学官で「にしん魚醤」 カネタツ数馬など商品化 福井県立大学 福井県

産学連携 2017年10月22日 熊谷経済新聞 立正大学と熊谷の「権田酒造」がコラボプロジェクト　オリジナル日本酒完成へ 立正大学 埼玉県



産学連携 2017年10月26日 日本経済新聞 米屋、千葉大が採集のハチミツ使いどら焼き 千葉大学 千葉県

産学連携 2017年10月26日 日本経済新聞 再エネ・ICTで農業をスマート化、京大とNTTデータ研など連携 京都大学 日本

産学連携 2017年11月01日 産業経済新聞 天むすパン販売中　三重短大生×津のベーカリー 三重短期大学 三重県

産学連携 2017年11月02日 産業経済新聞 アイカ工業寄附講座、京大で運営開始　地域での高齢者見守り研究 京都大学 京都府

産学連携 2017年11月02日 苫小牧民報 豆乳スイーツ開発へ　やまぐち食品、道文教大とコラボ 北海道文教大学 北海道

産学連携 2017年11月06日 神戸新聞 兵庫産食材のチーズケーキ発売へ　産学官で開発 大手前大学 日本

産学連携 2017年11月06日 日刊工業新聞 豊橋技科大、産学連携・知財活動推進?研究テーマの公募制導入が奏功 豊橋技術科学大学 愛知県

産学連携 2017年11月06日 日刊工業新聞 北海道バイオ工業会など、室蘭工大の研究視察　道内産学連携探る 室蘭工業大学 北海道

産学連携 2017年11月14日 dot. 東大「ご近所さん会」がはぐくむ　起業の“生態系” 東京大学 東京都

産学連携 2017年11月14日 朝日新聞 埼玉）毛呂山特産ユズを女子栄養大と「かにや」が菓子に 女子栄養大学 埼玉県

産学連携 2017年11月16日 日本経済新聞 長野県や信州大など、航空機産業の育成事業強化 信州大学 長野県

産学連携 2017年12月01日 北國新聞 医療・介護活用へ機器　富大など開発、商品化に期待 富山大学 富山県

産学連携 2017年12月09日 日本経済新聞 安曇野産の夏イチゴ活用　産学連携で商品開発 松本大学 長野県

産学連携 2017年12月12日 日本経済新聞 キャリア教育 松山大と連携 愛媛中小同友会 松山大学 愛媛県

産学連携 2017年12月15日 日本経済新聞 中部電、電柱活用し高齢者見守り　名工大と実験 名古屋工業大学 愛知県

産学連携 2017年12月15日 東愛知新聞 愛大生考案の和菓子を長篠設楽原PAで販売 愛知大学 愛知県


