
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 2018年03月17日 河北新報 飯舘村の農業再生へ東大と連携協定　学生と村民の交流図る 東京大学 福島県

社会貢献 2018年03月17日 神戸新聞 地域活性化の実践を紹介　神大出版会が第１号出版 神戸大学 兵庫県

社会貢献 2018年03月22日 京都新聞 団地空き店舗に木工ラボ　京都・八幡、大学院生がアドバイス 関西大学 京都府

社会貢献 2018年03月23日 タウンニュース 多摩区３大学連携＿学生、児童と模擬店＿新事業で地域参加促進へ 専修大学／明治大学／日本女子大学 神奈川県

社会貢献 2018年03月23日 日本経済新聞 「食べる雑草」でおやき　山形大と飯豊町 山形大学 山形県

社会貢献 2018年03月24日 四国新聞 地域と大学結ぶ　土庄に交流拠点オープン　学生らの長期滞在想定
京都産業大学／武庫川女子大学／武
庫川女子大学短期大学部

香川県

社会貢献 2018年03月27日 産業経済新聞
東大の駐在型研究拠点、和歌山・加太に設置　古民家をリノベーション、夏にも本格
始動

東京大学 和歌山県

社会貢献 2018年03月31日 毎日新聞 大学倶楽部・清泉女子大＿鹿児島県と包括連携協定締結　歴史・文化生かし協力 清泉女子大学 東京都

社会貢献 2018年04月06日 日本経済新聞
市川で防災・街づくり連携　千葉商科大や医療機関＿避難者受け入れ体制 国府台地
区に整備

千葉商科大学／和洋女子大学／東京
医科歯科大学

千葉県

社会貢献 2018年04月06日 日本経済新聞 長野県立大、創業支援に力　学生も経験積む 長野県立大学 長野県

社会貢献 2018年04月07日 神戸新聞 神戸女子大生考案　手軽に野菜とれるパン販売開始 神戸女子大学 兵庫県

社会貢献 2018年04月07日 神戸新聞 減災は弱者の視点で　神大、アジアの大学と連携へ 神戸大学 世界

社会貢献 2018年04月08日 讀賣新聞 小平の図書館グッズ開発…武蔵野美大と連携 武蔵野美術大学 東京都

社会貢献 2018年04月13日 山形新聞 マップ片手に地元をぐるり　東北文教大生と住民作成、史跡や名所紹介 東北文教大学 山形県

社会貢献 2018年04月16日 NHK 愛媛大　地域創生の受講生募集 愛媛大学 愛媛県

社会貢献 2018年04月16日 毎日新聞 連携協定＿地域活性化へ　成蹊大と地元の商業施設など　／東京 成蹊大学 東京都

社会貢献 2018年04月17日 日本経済新聞 宇都宮大の学生が地域の課題解決　空き家活用など 宇都宮大学 栃木県

社会貢献 2018年04月20日 讀賣新聞 環境大　古民家に拠点 鳥取環境大学 鳥取県

社会貢献 2018年04月20日 日本経済新聞 弘前大、地域貢献強化へ新組織　大学院で担い手育成も 弘前大学 青森県

社会貢献 2018年04月21日 毎日新聞
大学倶楽部・法政大＿東京・千代田区の７大学　コンソーシアムで多様化社会への対
応目指す

法政大学／大妻女子大学／大妻女子
大学短期大学部／共立女子大学／共
立女子短期大学／東京家政学院大学
／二松学舎大学

東京都

社会貢献 2018年04月22日 山形新聞 地方創生担う起業家めざす　山形大など育成事業開始
早稲田大学／山形大学／滋賀医科大
学／東京理科大学

山形県

社会貢献 2018年04月24日 長野日報 伊那市デザインプロジェクト 東京藝大の学生 東京藝術大学 長野県

社会貢献 2018年04月28日 毎日新聞
しずおか・キャンパる＿「地域メディア論」新設　静岡大学人文社会科学部・日詰一幸
学部長に聞く　／静岡

静岡大学 静岡県

新聞記事ネット情報（2018年03月16日～2018年06月15日）



社会貢献 2018年05月05日 毎日新聞
ビール＿ほのかな甘み・梨と、爽やかな酸味・桜で　鳥取大大学院教授ら、酵母使い
開発　地元の植物×企業、商品化へ　／鳥取

鳥取大学 鳥取県

社会貢献 2018年05月10日 室蘭民報 室工大１年生がフィールドワークで３市のまち調査 室蘭工業大学 北海道

社会貢献 2018年05月19日 神戸新聞 心のケアで社会貢献を　神院大で心理学部開設式典 神戸学院大学 兵庫県

社会貢献 2018年05月23日 日本経済新聞 ノートルダム清心女子大、ＪＡ岡山と包括的連携協定 ノートルダム清心女子大学 岡山県

社会貢献 2018年05月24日 朝日新聞 岐阜）持続可能な地域へ　東白川村と白川町が名大と協定 名古屋大学 岐阜県

社会貢献 2018年05月24日 中日新聞 地域防災を学ぶ　静岡産大生が消防団サークル 静岡産業大学 静岡県

社会貢献 2018年05月25日 毎日新聞
学生ビール＿東京農大「開墾、醸造から販売」　地域と力合わせ　東京・あす、２７日
網走・２８日から　／北海道

東京農業大学 北海道

社会貢献 2018年05月29日 讀賣新聞 文化芸術「耕す」食堂…東京芸大にオープン 東京藝術大学 茨城県

社会貢献 2018年05月29日 北日本新聞 空き家解体 自己処理で安く　富山国際大川本教授検証 費用６分の１に 富山国際大学 富山県

社会貢献 2018年05月30日 日本経済新聞
東大がスマホによる市民協働システム、準備会の参加自治体を募集＿市民が投稿し
た道路損傷写真から、程度や対応レベルをAIが判断

東京大学 日本

社会貢献 2018年05月30日 毎日新聞
かめイズム＿琴ケ浜のウミガメ守ろう　高知大・四国初の同好会発足　毎週末、パト
ロール　／高知

高知大学 高知県

社会貢献 2018年05月31日 NHK 北大 むかわ町に化石の研究拠点 北海道大学 北海道

社会貢献 2018年06月05日 神戸新聞 淡路市の魅力インスタで発信　神院大生４人が挑戦 神戸学院大学 兵庫県

社会貢献 2018年06月06日 毎日新聞 県教委＿教員確保へ鳥大と連携　院生→非常勤講師に活用案も　／鳥取 鳥取大学 鳥取県

社会貢献 2018年06月08日 毎日新聞
耕作放棄地＿再生へ汗　中村学園大と糸島市、連携プロジェクト　農地５００平方メー
トル、収穫まで体験　問題解決策探る　／福岡

中村学園大学 福岡県

社会貢献 2018年06月13日 伊豆新聞 学生の視点で「風景１００選」　早大ゼミ松崎班 早稲田大学 静岡県

社会貢献 2018年06月13日 高知新聞 高知県が東大大学院とIoT連携協定締結　実証通じ課題解決 東京大学 高知県

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 2018年03月21日 伊勢新聞 尾鷲市・紀北町　三重大生が現地調査報告会　地域の課題について提案　三重 三重大学 三重県

公開講座 2018年03月24日 山陽新聞 岡山理科大に恐竜学博物館が開館　研究者らの記念シンポも開催 岡山理科大学 岡山県

公開講座 2018年03月26日
ニュースウォー
カー

第30回「横浜学」で、横浜と防災への理解と対応について学ぼう！ 関東学院大学 神奈川県

公開講座 2018年03月27日 毎日新聞
大学倶楽部・東洋学園大＿英語で観光スポット紹介に挑戦　文京区民２０人　外国人
おもてなし講座最終日で

東洋学園大学 東京都

公開講座 2018年04月09日 川越経済新聞 東洋大学川越キャンパスで生涯学習講座「芸術としてのスポーツ」 東洋大学 埼玉県

公開講座 2018年04月11日 讀賣新聞 市大植物園　交野に根差す 大阪市立大学 大阪府

公開講座 2018年04月12日 ZAKZAK
【大学で学ぼう】医療・福祉の大変動を知る　共立女子大学・共立女子短期大学で無
料公開講座

共立女子大学／共立女子短期大学 東京都

公開講座 2018年04月13日 岐阜新聞 岐阜大がオンライン防災講座　無料サイト「ガッコ」活用 岐阜大学 日本

公開講座 2018年04月17日 毎日新聞 キャンパる・写Ｎｏｗ＿「百年桜」囲み地域と交流　相模女子大で花見会、植樹も 相模女子大学 神奈川県



公開講座 2018年04月22日 NHK 山形大学で起業家育成講座始まる 山形大学 山形県

公開講座 2018年04月24日 NHK 宮崎大と県立図書館が連携協定 宮崎大学 宮崎県

公開講座 2018年04月24日 奄美新聞 鹿大島嶼研・研究会＿リュウキュウアユ　生態や保護取り組みなど講演 鹿児島大学 鹿児島県

公開講座 2018年04月30日 東日新聞 豊橋技科大で13講座開講＿社会人向け教育実践プログラム 豊橋技術科学大学 愛知県

公開講座 2018年05月01日 石巻かほく 「復興ボランティア学」石巻専修大で開講　高校生も受講 石巻専修大学 宮城県

公開講座 2018年05月01日 共同通信
千葉商大、丸の内で公開講座開催　持続可能な社会づくりを目指した取り組みや研究
成果を発表

千葉商科大学 東京都

公開講座 2018年05月03日 讀賣新聞 講義の鉄人＿ＡＩをもっと人間らしく 電気通信大学 東京都

公開講座 2018年05月03日 港北経済新聞 たまプラで一般参加の採蜜体験、今年も国学院大で参加者募集開始 國學院大學 神奈川県

公開講座 2018年05月04日 タウンニュース 田園調布大図書館＿小上がり自由空間を設置＿絵本媒介に地域交流図る 田園調布学園大学 神奈川県

公開講座 2018年05月05日 CNET Japan
筑波学院大学、文部科学省BP　職業力育成プログラム「地域デザイン学芸員」養成講
座を7月24日より開始　5月1日よりより6月30日まで受講生募集中

筑波学院大学 茨城県

公開講座 2018年05月08日 讀賣新聞
知の拠点セミナー＿「チンパンジーから見た心の世界」「アルツハイマー病を脳の糖尿
病として捉える」

京都大学 東京都

公開講座 2018年05月08日 高知新聞 高知県立大学で5月18日から公開講座　12月まで全6回 高知県立大学 高知県

公開講座 2018年05月18日 毎日新聞
大学倶楽部・千葉大、敬愛大＿コミュニティガーデンで学生と地域住民が交流する花
植えイベントを開催

千葉大学／敬愛大学 千葉県

公開講座 2018年05月18日 室蘭民報 上智大生が室蘭で８月に小中学生対象の英語教室 上智大学 北海道

公開講座 2018年05月21日 東奥日報 目指せ防災士　八学大で養成講座スタート 八戸学院大学 青森県

公開講座 2018年05月23日 高知新聞 芝居絵屏風と祭礼の歴史記録　高知大と郡頭神社(高知市)が冊子 高知大学 高知県

公開講座 2018年05月29日 千葉経済新聞 千葉大学生と市民が「シェア」テーマに授業　地域課題解決に一役 千葉大学 千葉県

公開講座 2018年06月02日 静岡新聞 野草観察、児童に出前授業　静岡大教員、上阿多古小訪問　浜松 静岡大学 静岡県

公開講座 2018年06月08日 奈良新聞 苗植え 懸命に - 淡水魚観察も体験／近大農学部食育イベント 近畿大学 奈良県

公開講座 2018年06月11日
びわ湖大津経済
新聞

南草津で大学と地域をつなぐボードゲーム交流会　SDGsオリジナルゲームも 立命館大学 滋賀県

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 2018年03月19日 徳島新聞 徳島大が｢産業院｣４月開設　組織的に企業と共同研究 徳島大学 徳島県

産学連携 2018年03月21日 日刊工業新聞 京大と７社、研究試料を収集・提供　産学連携でバイオリソース活用 京都大学 日本

産学連携 2018年03月23日 NHK 世界遺産に向け産学官が連携協定 長崎外国語大学 長崎県

産学連携 2018年03月23日 タウンニュース 商議所と関学がタッグ＿空き店舗対策などで協働 関東学院大学 神奈川県

産学連携 2018年03月26日 山陽新聞 作州地域の人材育成へ産学官連携　「プラットフォーム」設立初会合 美作大学 岡山県

産学連携 2018年03月26日 日本経済新聞 竹中製作所と立命館大、工場改善プロジェクト　表面処理自動化など 立命館大学 大阪府

産学連携 2018年03月26日 日本経済新聞 名古屋市、中小のＩｏＴ導入支援　名工大に窓口 名古屋工業大学 愛知県



産学連携 2018年04月02日 日本経済新聞 産学でデータサイエンティスト育成　日立・東大など 東京大学／京都大学 日本

産学連携 2018年04月09日 日本経済新聞
東北大、ディープラーニングで乳がんエコーの腫瘤識別＿SASとの産学連携で研究を
開始

東北大学 日本

産学連携 2018年04月17日 信濃毎日新聞 将来の博士　企業とサポート　信大が新制度 信州大学 長野県

産学連携 2018年04月17日 日本経済新聞 入浴介護支援ロボ、21年までに実用化　富山大など産学官で 富山大学 富山県

産学連携 2018年04月18日 日刊工業新聞 山形を落花生の産地に　産学官連携、金山町で栽培 山形大学 山形県

産学連携 2018年04月21日 紀伊民報 京産大が蜂蜜ドロップ開発　地元事業者と商品化へ 京都産業大学
和歌山県／埼玉
県

産学連携 2018年04月27日 毎日新聞 包括連携協定＿海遊館と近大　／大阪 近畿大学 大阪府

産学連携 2018年05月04日 日刊工業新聞 東工大、「超スマート社会推進コンソーシアム」設立 東京工業大学 東京都

産学連携 2018年05月04日 日刊工業新聞 非鉄、大学連携を加速　将来の人材確保・育成 東北大学／東京大学／京都大学 日本

産学連携 2018年05月14日 神戸新聞 “酒どころ”で「日本酒学」　神大と灘五郷が開講 神戸大学 兵庫県

産学連携 2018年05月21日 ZDNet Japan IBMと慶大、量子コンピュータの研究拠点「IBM Qネットワークハブ」を国内に開設 慶應義塾大学 世界

産学連携 2018年05月24日 中日新聞 ストレス社会に忍者の知恵　三重大と洋菓子店が商品開発 三重大学 三重県

産学連携 2018年05月25日 日本経済新聞 酪農家の生産性、ＡＩで向上　信州大が手法開発へ 信州大学／東京工業大学 日本

産学連携 2018年05月28日 日本経済新聞 昭和大学とフィリップス、遠隔地から集中治療を支援する「eICU」の取り組みを説明 昭和大学 東京都

産学連携 2018年05月31日 日本経済新聞 新潟大、ビッグデータ活用でＮＴＴ系と連携 新潟大学 日本

産学連携 2018年06月01日 京都新聞 京大発の知、事業化へコンサル　子会社設立 京都大学 東京都／京都府

産学連携 2018年06月01日 山形新聞 山形大有機材料創出センターが開所　研究成果の事業化を加速 山形大学 山形県

産学連携 2018年06月03日 宮崎日日新聞 産学官民で課題共有　子供の貧困考えるフォーラム 宮崎大学 宮崎県

産学連携 2018年06月04日 日本経済新聞 ＮＴＴドコモ、人の移動経路や手段が分かるデータ分析手法を開発 東京大学 日本

産学連携 2018年06月06日 日刊工業新聞 神奈川大、横浜市内にオープンイノベ拠点　産学連携を推進 神奈川大学 神奈川県

産学連携 2018年06月09日 日本経済新聞 栃木銀、作新学院大と協定　ビジネス人材育成
作新学院大学／作新学院大学短期大
学部

栃木県

産学連携 2018年06月11日 日本経済新聞 岩手大、地元企業に技術移転　研究拠点を開設 岩手大学 岩手県

産学連携 2018年06月13日 日本経済新聞 新潟大、がん治療創薬で産学官共同研究
大阪大学／東京女子医科大学／新潟
大学

日本

産学連携 2018年06月14日 impress
跡見女子大とジャルパックが企画する立野ダムのインフラツアー。熊本県南阿蘇村で
国交省や地元関係者らと企画会議＿「すべての阿蘇は南阿蘇からはじまった」がキー
ワードに。象徴的なコンテンツ構築が課題

跡見女子大学 熊本県


