新聞記事ネット情報（2017年12月16日～2018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 2017年12月16日 日本経済新聞

横国大、地域密着型の交通アプリ開発

横浜国立大学

神奈川県

社会貢献 2017年12月19日 産業経済新聞

和歌山・白浜町と近大が包括連携協定締結「観光や漁業振興で協力を」

近畿大学

和歌山県

社会貢献 2017年12月20日 神戸新聞

ポーアイの４大学 防犯活動の相互協力で兵庫県と協定

神戸学院大学／神戸女子大学／神戸
女子短期大学／兵庫医療大学／夙川 兵庫県
学院短期大学

社会貢献 2017年12月23日 下野新聞

宇都宮の５大学が教育研究資源を結集 芸術文化、創造都市形成へ

宇都宮共和大学／文星芸術大学／作
栃木県
新学院大学／帝京大学／宇都宮大学

社会貢献 2017年12月23日 日本農業新聞

大学生 各地で奮闘 学んで実践放棄地再生 新たな“資源” ビジネス創出 神奈川
慶應義塾大学
県小田原市慶大プロジェクト

神奈川県

社会貢献 2017年12月25日 河北新報

歩いて巡ろう寺岡・紫山 宮城大学生と住民マップ作製「新たな魅力見つけて」

宮城県

社会貢献 2017年12月27日 日本経済新聞

サ高住に大学生が同居、北九州市“生涯活躍のまち”＿6つのモデルエリアを設定、大
北九州市立大学
都市型モデル構築へ

福岡県

社会貢献 2017年12月30日 財経新聞

早大、街歩きナビアプリ「ワセナビ」を戸山地域の商店街活性化に活用

早稲田大学

東京都

社会貢献 2017年12月30日 山陰中央新報

松江の和菓子文化発信 島大生の団体 新商品作り

島根大学

島根県

社会貢献 2018年01月06日 福島民報

相互協力協定を締結 福島大と西白河地方４町村

福島大学

福島県

社会貢献 2018年01月11日 日本経済新聞

宮崎県、福岡大と就活支援協定 ＵＩＪターンで連携

福岡大学

宮崎県

社会貢献 2018年01月12日 沖縄タイムス

花で変える沖縄観光 琉大生がチャレンジ！ 求む、資金100万円

琉球大学

沖縄県

社会貢献 2018年01月13日 静岡新聞

「久留女木の棚田」米発売へ 静岡文化芸術大生が栽培、収穫

静岡文化芸術大学

静岡県

社会貢献 2018年01月13日 南日本新聞

地域観光を考える 霧島高生、大学生とリゾートもてなし体験 霧島・牧園

東洋大学

鹿児島県

社会貢献 2018年01月15日 神戸新聞

福崎特産もち麦生かした丼３点登場 神戸医療福祉大

神戸医療福祉大学

兵庫県

社会貢献 2018年01月16日 日本経済新聞

横浜国大と川崎市が連携協定 教育・人材育成など

横浜国立大学

神奈川県

社会貢献 2018年01月17日 山陰中央新報

旭刑務所、浜田市、島根県立大 社会貢献へ連携協定

島根県立大学

島根県

社会貢献 2018年01月18日 熊本日日新聞

阿蘇地域の創造的復興へ 国、県、東海大が協定

東海大学

熊本県

社会貢献 2018年01月18日 日本経済新聞

受験生に屋島のお香 高松の道の駅、香川大などと 那須与一モチーフに

香川大学

香川県

宮城大学

社会貢献 2018年01月20日 朝日新聞

愛知）半田市教委・半田東高・日本福祉大が教育連携協定

日本福祉大学

愛知県

社会貢献 2018年01月20日 神戸新聞

災害から歴史資料守る全国ネット構築 神大、東北大など

神戸大学／東北大学

日本

社会貢献 2018年01月20日 日本経済新聞

宮城大、全員必修のフィールドワーク

宮城大学

宮城県

社会貢献 2018年01月21日 産業経済新聞

埼玉県初！公道で自動運転の実証実験 埼玉工業大

埼玉工業大学

埼玉県

社会貢献 2018年01月21日 産業経済新聞

橋の点検にドローン活用 愛媛大など実証実験 コスト削減へ期待

愛媛大学

日本

社会貢献 2018年01月23日 日本経済新聞

神奈川県、関東学院大と包括協定 知事や職員が講師に

関東学院大学

神奈川県

社会貢献 2018年01月30日 わかやま新報

地域課題解決へ連携 和市と甲南大が協定

甲南大学

和歌山県

社会貢献 2018年01月31日 シブヤ経済新聞 渋谷区と東海大が協定 代々木キャンパス観光学部などと連携

東海大学

東京都

社会貢献 2018年02月03日 西日本新聞

小城キャンパス４月開設 西九州大 食堂、図書館を開放 [佐賀県]

西九州大学

佐賀県

社会貢献 2018年02月09日 桐生タイムス

桐生大短大部、北海道むかわ町と協定締結

桐生大学／桐生大学短期大学部

北海道

社会貢献 2018年02月10日 福島民報

学生の地元定着策探る 福大などがシンポジウム

福島大学／東日本国際大学／桜の聖
福島県
母短期大学／福島工業高等専門学校

社会貢献 2018年02月14日 大分合同新聞

玖珠町産大麦使用子ども向けカレー 道の駅で４月から販売

大分大学／大分県立看護科学大学／ 大分県
日本文理大学／別府大学

社会貢献 2018年02月16日 日本経済新聞

県、東農大と連携協定 農林業や醸造技術で 健康の知見 深める狙いも

東京農業大学

長野県

社会貢献 2018年02月16日 毎日新聞

研究成果を産官学連携で具体化目指す。
会」を

金沢工業大学

石川県

社会貢献 2018年02月17日 長野日報

諏訪東理大生の雇用支援 諏訪市が応援事業

諏訪東京理科大学

長野県

社会貢献 2018年02月21日 日本経済新聞

キャンパス発 この一品ねぎドレッシング（千葉商科大） 地元食材ＰＲ、酸味さっぱり

千葉商科大学

千葉県

社会貢献 2018年02月21日 宮古新報

宮古島市教委と上越教育大学が連携協定締結

上越教育大学

沖縄県

社会貢献 2018年02月21日 室蘭民報

室工大が学生地元定着目指す、地域課題解決教育開始へ

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 北海道
等専門学校／釧路工業高等専門学校

社会貢献 2018年02月22日 大阪日日新聞

貧困対策、人材育成で連携 大阪市と大阪教育大

大阪教育大学

大阪府

社会貢献 2018年02月22日 日刊建産速報

都市機構、河内長野市、関大 南花台地区まちづくりで連携協定

関西大学

大阪府

社会貢献 2018年02月28日 山陽新聞

倉敷市と岡山理科大が包括連携 ワイン醸造用の新ブドウ開発へ

岡山理科大学

岡山県

「KIT地域連携＆産学連携マッチング交流

社会貢献 2018年03月06日 住宅新報

神奈川住宅公社×東京工芸大 学生がリノベプランなど提案 団地に居住して地域活
東京工芸大学
性化

神奈川県

社会貢献 2018年03月09日 讀賣新聞

県立大の留学生が作った花祭ガイド完成

愛知県立大学

愛知県

社会貢献 2018年03月12日 産業経済新聞

【東日本大震災７年】宮城で千葉大生が咲かせた花 「園芸部のスキルいかし復興支
援」

千葉大学

宮城県

社会貢献 2018年03月13日 神戸新聞

兵庫県と武庫川女子大が協定 女性活躍を推進

武庫川女子大学

兵庫県

社会貢献 2018年03月13日 産業経済新聞

日本酒の経済や実践研究へ新大に来月１日拠点発足

新潟大学

新潟県

社会貢献 2018年03月13日 十勝毎日新聞

帯畜大屋上で養蜂事業 地域活性化へ学生が計画

帯広畜産大学

北海道

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12月22日 千葉日報

「あそび」テーマに地域創生 千葉大で公開セミナー

千葉大学

千葉県

公開講座 2017年12月26日 岩手日日新聞

自ら行動する若者に 県内５大学 高校生公開講座【花巻】

富士大学

岩手県

公開講座 2017年12月27日 岡山経済新聞

岡山・表町で大学生がファッションイベント 商店街店主らの衣装200点で表現

環太平洋大学

岡山県

公開講座 2018年01月11日 ZAKZAK

アニメ、童謡、銀河鉄道の夜…明治大学でさまざまなテーマの公開講座

明治大学

東京都

公開講座 2018年01月13日 神戸新聞

企業や加古川観光の課題解決策提案 甲南大生が報告

甲南大学

兵庫県

公開講座 2018年01月18日 神戸新聞

簡単でおいしい災害食、女子大生が提案 神戸でフェア

神戸学院大学

兵庫県

公開講座 2018年01月18日 静岡新聞

南海トラフ対応、静岡県民と模索 ３大学企画のワークショップ

静岡県立大学／静岡大学／東海大学 静岡県

公開講座 2018年01月21日 沖縄タイムス

「幸せ感じる教育づくりを」 沖大共創館で子どもシンポ

沖縄大学

沖縄県

公開講座 2018年01月21日 福島民報

復興や将来語り合う 福島医大が県民公開大学

福島県立医科大学

福島県

公開講座 2018年01月22日 東大阪経済新聞 大阪樟蔭女子大学で公開講座「東大阪のフードスケープ」 「食」から新たな発見を

大阪樟蔭女子大学

大阪府

公開講座 2018年01月23日 河北新報

＜東北大＞被災者の心に寄り添う「臨床宗教師」養成講座 受講生を募集

東北大学

宮城県

公開講座 2018年01月29日 京都新聞

落語の伝統と面白さ、児童に伝え 京都の大学生らが体験会

京都産業大学

京都府

公開講座 2018年01月29日 中日新聞

福島大、復興へ地域と共に 富大公開シンポ 学生ら活動紹介

富山大学

富山県

公開講座 2018年02月04日 財経新聞

小田急電鉄と明治大学、生涯学習講座での提携を拡大 約400講座を対象に

明治大学

東京都

公開講座 2018年02月06日 日刊工業新聞

「復興記念教育研究未来館」、東北大が21年度に開設

東北大学

宮城県

嘉悦大学

東京都

公開講座 2018年02月07日 北多摩経済新聞 小平の嘉悦大学で連続公開講座 人生100年時代の生き方に焦点

公開講座 2018年02月09日 愛媛新聞

約１２０人が参加＿松山でシンポ、地域と大学連携在り方を考える

愛媛大学

愛媛県

公開講座 2018年02月14日 日刊工業新聞

地域で活躍できる環境人材 三重大、資格認定証の授与式

三重大学

三重県

公開講座 2018年02月19日 沖縄タイムス

子の貧困、課題を共有 行政と民間で議論 沖縄大学講座

沖縄大学

沖縄県

公開講座 2018年02月22日 讀賣新聞

図書館でカフェ楽しんで…筑波学院大で２２日から

筑波学院大学

茨城県

公開講座 2018年03月03日 奄美新聞

鹿大プロジェクト生物多様性シンポ

鹿児島大学

鹿児島県

公開講座 2018年03月05日 伏見経済新聞

龍谷大学の野菜サークルが「コト体験イベント」 親子で伏見野菜を学ぶ場に

龍谷大学

京都府

公開講座 2018年03月06日 足立経済新聞

千住・東京未来大学で空き家利活用のプレゼンイベント

東京未来大学

東京都

公開講座 2018年03月07日 盛岡タイムス

岩大生が三鉄に企画列車 こたつミカン、釣り… 社長ら前にアイデア発表会

岩手大学

岩手県

公開講座 2018年03月08日 日本経済新聞

中小企業金融テーマに講座 中央大と財務事務所

中央大学

東京都

公開講座 2018年03月09日 長崎経済新聞

長崎大学で学生がビジネスプラン発表会 最優秀賞は「中国人への歯科サービス」

長崎大学

長崎県

公開講座 2018年03月09日 長野日報

科学への関心高める 諏訪東理大で高校生

諏訪東京理科大学

長野県

公開講座 2018年03月10日 日本経済新聞

日本酒 深く学んで 新潟大、４月にセンター 製造技術や経済など

新潟大学

新潟県

公開講座 2018年03月13日 熊野新聞

熊野が生んだ作家たち＿早大主催フィールドワーク＿新宮市

早稲田大学

和歌山県

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12月19日 西日本新聞

久留米絣の伝統守れ！ 久工大が織機の部品製造 １００年前の旧式、代替品なく
[福岡県]

久留米工業大学

福岡県／佐賀県

産学連携 2017年12月26日 日本経済新聞

ロケットの新エンジン、燃焼実験成功 信州大など

信州大学

長野県

産学連携 2018年01月11日 日刊工業新聞

滋賀県立大、果実の熟成度・出荷時期を診断 色味チェッカーで実証

滋賀県立大学

滋賀県／京都府

産学連携 2018年01月14日 山陰中央新報

ヘルスツーリズムビジネスと大学／効果検証し商品化目指す

島根県立大学

島根県

産学連携 2018年01月17日 日本経済新聞

東洋ゴム、ＥＶ向け部品を共同開発 京大発企業と

京都大学

京都府

産学連携 2018年01月18日 日本経済新聞

親子丼風味の中華まん 茨城大生ら土産開発、常陸太田の食材たっぷり

茨城大学／茨城女子短期大学

茨城県

産学連携 2018年01月19日 苫小牧民報

北大など開発チーム、自動運転の試験車両公開 苫東舞台に走行の実証実験

北海道大学

北海道

産学連携 2018年01月20日 日本農業新聞

ＪＡ埼玉ひびきの×早稲田大学 ３課題に学生提案 産学官連携教育プロジェクト ８
企業や自治体が参加

早稲田大学

埼玉県

産学連携 2018年01月22日 日本経済新聞

サイバー対策 育てプロ 福岡県警と産学連携

九州大学

福岡県

産学連携 2018年01月23日 讀賣新聞

学生醸した美酒誕生

福井大学／福井工業大学

福井県

産学連携 2018年01月27日 南日本新聞

鹿児島大学、食品安全の専門家育成 マクドナルドと連携、新コース設置

鹿児島大学

日本

産学連携 2018年02月02日 讀賣新聞

お茶活用商品、共同で開発…大学生と島田の飲食店

静岡産業大学

静岡県

産学連携 2018年02月03日 石巻かほく

産学連携 Pepperで震災伝承 石巻専大、ソフトバンクＧ

石巻専修大学

日本

産学連携 2018年02月07日 大分合同新聞

引き立つ“夢”の香り 学生が代々続ける米焼酎製造 別府

別府大学

大分県

産学連携 2018年02月08日 日本経済新聞

千葉大、ヨウ素の高度利用へ４社と連携

千葉大学

日本

産学連携 2018年02月13日 盛岡タイムス

県立大と岩手医大の研究班 心臓を３Ｄモデル化 カテーテル治療に援軍 地元企業と
岩手県立大学／岩手医科大学
連携し製品化へ

岩手県

産学連携 2018年02月14日 日本経済新聞

データサイエンスで連携 滋賀大と伊藤忠テクノ、人材育成へ協定

滋賀大学

滋賀県

産学連携 2018年02月21日 大阪日日新聞

防災袋 おしゃれに 大阪市立大生が開発

大阪市立大学

大阪府

産学連携 2018年02月22日 日本経済新聞

北大、ヤフーと連携協定 ＳＮＳ活用し地域活性化

北海道大学

日本

産学連携 2018年02月22日 日本経済新聞

ＴＤＫと大分大学、認知症患者の見守りシステム開発 大分大学病院へ導入

大分大学

日本

産学連携 2018年03月03日 日本経済新聞

越生の梅でスイーツ開発 女子栄養大と豆腐屋コラボ

女子栄養大学

埼玉県

産学連携 2018年03月09日 日本経済新聞

慶大先端研、損保ジャパンと連携 社会課題解決へラボ

慶應義塾大学

山形県

産学連携 2018年03月10日 日本経済新聞

大商・大工大、技術革新へ梅田に協業拠点

大阪工業大学

大阪府

産学連携 2018年03月14日 日本経済新聞

新潟食料農業大、日本公庫と産学連携で覚書

新潟食料農業大学

新潟県

産学連携 2018年03月15日 日本経済新聞

起業支援で連携 駒沢大

駒澤大学

東京都

世田谷区などと、地域に拠点

