新聞記事ネット情報（2022年03月16日～2022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 2022年03月18日 食品新聞

千葉大学、数学のチカラでビール開発 産学連携による地域貢献に意欲

千葉大学

千葉県

社会貢献 2022年03月19日 北海道新聞

空き家再生、学生情熱 札幌市立大生ら「地域の魅力感じられる場に」

札幌市立大学

北海道

社会貢献 2022年03月24日 朝日新聞

西日本豪雨で泥まみれの歴史資料、愛媛の大学生らが3年がかりで修復

愛媛大学

愛媛県

社会貢献 2022年03月25日 市民タイムス

商品ラベルを大学生が考案 生坂村と相模女子大連携

相模女子大学

長野県

社会貢献 2022年03月25日 毎日新聞

宇大、アクションプラン公表 地域創生、中核の役割果たす ／栃木

宇都宮大学

栃木県

社会貢献 2022年03月28日 奈良新聞

人材の育成などで連携 奈良県と東京芸術大学、「文化村」で協定締結

東京藝術大学

奈良県

社会貢献 2022年03月31日 日本経済新聞

「はまキャン！～大学と地域がつながるまち・横浜」Webサイトオープン！

神奈川大学／玉川大学／明治学院大
学／鎌倉女子大学／鎌倉女子大学短
期大学部／鶴見大学／鶴見大学短期
大学部／八洲学園大学／関東学院大
学／桐蔭横浜大学／横浜国立大学／
グロービス経営大学院／東京藝術大学
大学院／横浜商科大学／慶應義塾大
学／東京工業大学／横浜女子短期大 神奈川県
学／國學院大學／東京都市大学／横
浜市立大学／湘南医療大学／東洋英
和女学院大学／横浜創英大学／情報
セキュリティ大学院大学／日本体育大
学／横浜美術大学／昭和大学／フェリ
ス女学院大学／横浜薬科大学／星槎
大学／放送大学／

社会貢献 2022年04月03日 毎日新聞

獣害対策強化へ、岐阜大に新拠点 県と連携、生息分析 ／岐阜

岐阜大学

岐阜県

社会貢献 2022年04月05日 大分合同新聞

臼杵市と関西学院大、地域課題解決へ連携協定

関西学院大学

大分県

社会貢献 2022年04月08日 山形新聞

山形大、地域つなぐ知の拠点へ 将来ビジョン策定、新たな価値創出めざす

山形大学

山形県

社会貢献 2022年04月12日 静岡新聞

静岡県の自然災害解説 大学・高校生向け出版 楠城県立大特任准教授ら

静岡県立大学

静岡県

社会貢献 2022年04月14日 毎日新聞

県、九大と包括連携協定 産業振興や地域課題解決に ／福岡

九州大学

福岡県

社会貢献 2022年04月15日 福島民友新聞

福島大生が見た西会津集落「奥川」 魅力マップと聞き書き集作成

福島大学

福島県
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社会貢献 2022年04月17日 福島民友新聞

郡女大短大部生「楽都郡山」発信グッズ考案 イベントで配布へ

郡山女子大学短期大学部

福島県

社会貢献 2022年04月22日 産業経済新聞

仙台市と東北大 初の包括連携協定締結 科学技術を生かしたまちづくりなどで協力

東北大学

宮城県

社会貢献 2022年04月24日 十勝毎日新聞

チーズ工房巡り こだわり学ぶ 畜大生対象バスツアー 同友会とかち支部

帯広畜産大学

北海道

社会貢献 2022年04月26日 神戸新聞

宝塚市と神戸女学院大が協定 まちづくりや人材育成などで連携

神戸女学院大学

兵庫県

社会貢献 2022年04月27日 茨城新聞

茨城・境に立教大ゼミ合宿施設 隈氏デザイン 移動式、町が整備

立教大学

茨城県

社会貢献 2022年04月27日 日本経済新聞

岡山大学と真庭市が協定 林業・木材の研究ゾーン推進

岡山大学

岡山県

社会貢献 2022年04月28日 佐賀新聞

武雄市・佐賀大が連携協定 文化のまちづくり事業などに学生も参加

佐賀大学

佐賀県

社会貢献 2022年04月28日 東京新聞

県営団地に若い風を 横国大生に家賃5000円で貸し出し

横浜国立大学

神奈川県

社会貢献 2022年04月28日 文化通信

東日本大震災11年 被災３県の文学賞・映像賞が新設 地元紙などが後援

石巻専修大学／岩手大学／東北大学

岩手県／宮城県
／福島県

社会貢献 2022年04月30日 神奈川新聞

高齢化進む県営団地に学生を 県と横浜国大連携、低家賃で

横浜国立大学

神奈川県

社会貢献 2022年05月01日 中日新聞

名商大スクールバス、一部で市民利用可へ 日進市と協定

名古屋商科大学

愛知県

社会貢献 2022年05月05日 茨城新聞

茨城大教授 昔話のCD作成 茨城弁は地域の財産

茨城大学

茨城県

社会貢献 2022年05月08日 十勝毎日新聞

「ものづくり人材」を育成 大樹高で室工大の連携授業

室蘭工業大学

北海道

社会貢献 2022年05月08日 毎日新聞

学生総出で地域連携 文星芸術大学長 田中久美子さん（64） ／栃木

文星芸術大学

栃木県

社会貢献 2022年05月08日 毎日新聞

若い世代へ柿の魅力発信 平安女学院大 奈良・五條市と協定 ／京都

平安女学院大学

奈良県

社会貢献 2022年05月11日 NEWSつくば

古民家再生し「茅葺き研究拠点」に 筑波大が石岡に開所

筑波大学

茨城県

社会貢献 2022年05月17日 朝日新聞

犠牲者ゼロへ 今年度の球磨川流域タイムライン始動

東京大学

熊本県

社会貢献 2022年05月17日 日本経済新聞

新潟県新発田市と長岡技科大が包括協定 農業などで協力

長岡技術科学大学

新潟県

社会貢献 2022年05月18日 日本経済新聞

御開帳でジビエ料理 長野県立大生がメニュー考案

長野県立大学

長野県

社会貢献 2022年05月22日 日本経済新聞

防災知識、楽しく伝える 神戸女子大学の学生消防団員

神戸女子大学

兵庫県

社会貢献 2022年05月24日 宮崎日日新聞

義務教育学校で連携 木城町教委と宮大 協定

宮崎大学

宮崎県

社会貢献 2022年06月07日 毎日新聞

若者関わるまちに 地域資源磨いて価値を発掘 斉藤・近大高専校長×北川・名張市
長、トップ初対談 ／三重

近畿大学工業高等専門学校

三重県

社会貢献 2022年06月10日 静岡新聞

浜松学院大学長「豊かな人間性育んで」 高校生に講演

浜松学院大学

静岡県

社会貢献 2022年06月10日 わかやま新報

地域防災で連携 和大と自衛隊地方協力本部

和歌山大学

和歌山県
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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 2022年03月20日 熊野新聞

宇宙空間の平和利用考える＿和歌山大学が出前講義＿新宮高校

和歌山大学

和歌山県

公開講座 2022年04月02日 産業経済新聞

札幌学院大学 社会連携センター -- zoomウェビナー講座「地域貢献を生業とするに
は」のご案内

札幌学院大学

日本

公開講座 2022年04月14日 中日新聞

交流 白峰の未来考える 東大・坂本特任助教 住民に研究施設を無料開放

東京大学

石川県

公開講座 2022年04月24日 毎日新聞

忍は「外見実直、内面優れ」 山田・三重大教授 米国での調査、史料紹介 伊賀 ／三
三重大学
重

三重県

公開講座 2022年04月25日 池袋経済新聞

大正大学「座・ガモールクラシック 鴨台食堂」がリニューアル 一般開放も

大正大学

東京都

公開講座 2022年04月28日 タウンニュース

桜美林幼稚園×大学＿連携して子育て支援＿公開講座「ほっこりカフェ」開店

桜美林大学

東京都

公開講座 2022年05月01日 東日新聞

２講座追加で全16講座＿豊橋技科大が開講／社会人向け実践教育プログラム

豊橋技術科学大学

愛知県

公開講座 2022年05月02日 熊本日日新聞

「防災身近に」熊本大生がアイデア 教訓継承へ子どもに避難所体験

熊本大学

熊本県

公開講座 2022年05月02日 毎日新聞

まちづくりについて学ぶ公開講演会 5月14日開催

杏林大学

東京都

公開講座 2022年05月11日 日本経済新聞

東北大学、分野超えて防災研究 共創センター設立

東北大学

日本

公開講座 2022年05月12日 愛媛新聞

缶詰密封技術を実習 宇和島水産高で兵庫の短大が出前授業

東洋食品工業短期大学

愛媛県

公開講座 2022年05月13日 産業経済新聞

企業の女性リーダー育成 大商と関学大がカレッジ

関西学院大学

大阪府

公開講座 2022年05月13日 毎日新聞

地域連携フォーラム「SDGs国分寺からの発信」を対面とオンラインで5月17日に開催

東京経済大学

東京都

公開講座 2022年05月18日 水戸経済新聞

茨城大学でイベント ゲストはアフリカでボランティア中の茨大生

茨城大学

茨城県

公開講座 2022年05月25日 毎日新聞

県立大の学生、冊子作成 昆虫戦隊ガイドマン、たびら昆虫自然園9人の解説員紹介
／長崎

長崎県立大学

長崎県

公開講座 2022年06月04日 弘前経済新聞

弘前の大学でコロナ後のキャリア戦略講演会 一般聴衆者も

柴田学園大学／柴田学園大学短期大
学部

青森県

公開講座 2022年06月07日 産業経済新聞

事件と向き合い教訓学ぶ 大教大学生

大阪教育大学

大阪府

公開講座 2022年06月08日 日本経済新聞

新潟の三条市立大、11日から初の大学祭 地元企業が協賛

三条市立大学

新潟県

公開講座 2022年06月09日 大阪日日新聞

科学の楽しさ感じて 大工大 ８月に高校生プログラム

大阪工業大学

大阪府

公開講座 2022年06月10日 日本経済新聞

北陸先端大、観光分野の「コア人材育成スクール」

北陸先端科学技術大学院大学

石川県

公開講座 2022年06月11日 横須賀経済新聞 神奈川歯科大で「ジャガランダフェス」 元貴乃花親方、ちゃんこ鍋振る舞いも

神奈川歯科大学

神奈川県

公開講座 2022年06月12日 日本経済新聞

大阪経済大学

大阪府

大阪経済大学、高齢者向けにスマホ講座 学生が講師に

3/5

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 2022年03月22日 讀賣新聞

平成筑豊鉄道・油須原駅舎を開業当時の姿に 産学官連携で明治の雰囲気を演出

西日本工業大学

福岡県

産学連携 2022年03月22日 日本経済新聞

東大松尾研発AIベンチャーのACES、会議動画からAIで議事録を作成するサービス

東京大学

日本

産学連携 2022年03月23日 水戸経済新聞

常磐大学とアプリシエイトが産学連携協定締結 IT人材育成へ

常磐大学

茨城県

産学連携 2022年03月25日 日本経済新聞

千葉大学と京葉銀行、学生とSDGsの取り組み推進

千葉大学

千葉県

早稲田大学

東京都

産学連携 2022年03月30日

高田馬場経済新
早大が5年間保存可能な菓子を備蓄 湖池屋が寄付、防災意識の向上にも
聞

産学連携 2022年03月30日 西日本新聞

工場の壁に巨大アート 八女市、産学連携「明るい絵でイメージ一新」

九州産業大学造形短期大学部

福岡県

産学連携 2022年03月30日 八戸経済新聞

八戸工業大学と田名部組、産学連携でサテライトキャンパス

八戸工業大学

青森県

産学連携 2022年03月31日 神戸新聞

細く、長く愛される播州名産 どうしてあんなにコシがあるの？手延べの粋をハイテク技
兵庫県立大学
術で分析

兵庫県

産学連携 2022年04月04日 日本経済新聞

弁当原料にコオロギ粉 グリラス、都内イベントで完売

徳島大学

徳島県

産学連携 2022年04月07日 日本経済新聞

ジモティー、北見工大と不用品リユースで協定

北見工業大学

北海道

産学連携 2022年04月08日 日本経済新聞

オール胎内産の日本酒製造 新潟食料大と今代司酒造

新潟食料農業大学

新潟県

産学連携 2022年04月11日 時事通信

学生の地域貢献にマッチングプラットフォームを活用 立正大学とガイアックスが「地域
連携に関する包括連携協定」を締結！

立正大学

日本

産学連携 2022年04月12日 日本経済新聞

四国で広がるデータ利活用人材養成、四経連や三豊市など

大阪大学

香川県

産学連携 2022年04月13日 日本経済新聞

文化学園大学、演習で企業と商品化体験＿UPDATE知の現場 文化学園大学ファッ
ションクリエイション学科

文化学園大学

東京都

産学連携 2022年04月14日 日高新報

炭焼き職人の木村さん 近大と共同で精製木酢液開発

近畿大学

和歌山県

産学連携 2022年04月15日 日本経済新聞

野生酵母ビール、岡山県立大がシリーズ化 まず3種

岡山県立大学

岡山県

産学連携 2022年04月18日 福島民報

学生限定待ち合わせアプリ開発 会津大（福島県会津若松市）の学生ベンチャー「ブラ
ンチズム」

会津大学

福島県

産学連携 2022年04月22日 タウンニュース

災害の備え産学官連携で＿関学・規矩理事長が講演

関東学院大学

神奈川県

産学連携 2022年04月22日 陸奥新報

リチウム回収で共同研究講座／弘大と中部電

弘前大学

日本

産学連携 2022年04月24日 時事通信

京都ノートルダム女子大学とWolfram Research, Inc.が産学連携協定を締結

京都ノートルダム女子大学

世界

産学連携 2022年04月25日 時事通信

ＮＥＣ、東北大にベクトル型スパコンのクラウドサービス提供

東北大学

日本
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産学連携 2022年04月25日 日本海新聞

鳥取大と鳥取銀行が包括連携協定締結

鳥取大学

鳥取県

産学連携 2022年04月29日 秋田魁新報

旧種平小にモーターラボ開所 秋田大と県立大共同研究

秋田大学／秋田県立大学

秋田県

産学連携 2022年05月05日 中部経済新聞

南山大学 アニメテーマに日本文化学ぶ 留学生向け新プログラム 東海の魅力再発
見へ

南山大学

愛知県

産学連携 2022年05月06日 日本経済新聞

高知大学・高知銀行、大学発の企業支援ファンド設立

高知大学

高知県

産学連携 2022年05月09日 産業経済新聞

「優しい鉄道」実現へ協定締結 ＴＸと筑波技術大

筑波技術大学

日本

産学連携 2022年05月11日 時事通信

全国初、カスミソウ花酵母の日本酒 熊本県菊池市など〔地域〕

東京農業大学

熊本県

産学連携 2022年05月12日 東京新聞

データサイエンスで中小企業を支援 城南信金、東信金と芝浦工大が産学連携協定

芝浦工業大学

東京都

産学連携 2022年05月16日 アキバ経済新聞

TX、筑波技術大学と連携協定 多様性に富む地域社会の形成・発展目的に

筑波技術大学

日本

産学連携 2022年05月16日 日本経済新聞

養殖・漁の省人化、北大と道ぎょれんが連携協定締結

北海道大学

北海道

産学連携 2022年05月17日 長野日報

産学官連携拠点施設の起工式 伊那市西箕輪

信州大学

長野県

産学連携 2022年05月21日 毎日新聞

唐戸商店街活性化など連携 産官学協定を締結 下関市 ／山口

慶應義塾大学

山口県

産学連携 2022年05月23日 福井新聞

吉本興業と福井県の金井学園がタッグ、毎週BS番組 ロングコートダディ堂前透さん進
福井工業大学
行役

福井県／大阪府

産学連携 2022年05月24日 日本経済新聞

中国学園大も文化事業に参画 岡山・表町商店街

中国学園大学／中国短期大学

岡山県

産学連携 2022年05月27日 日本経済新聞

長崎の半導体人材、産学連携で育成へ 第1回実務者会合

佐世保工業高等専門学校

長崎県

産学連携 2022年05月28日 長野日報

地元企業から講師 諏理大新設「地域創造論」

公立諏訪東京理科大学

長野県

産学連携 2022年05月29日 中國新聞

地域と防災を大学と 広島工大「どう避難、被災地と模索」／広島修道大「意識向上、ク
広島工業大学／広島修道大学
イズや交流」

広島県

産学連携 2022年06月03日 日本経済新聞

京漬物、ブランド強化へ京都府立大と連携

京都府立大学

京都府

産学連携 2022年06月04日 朝日新聞

学生が制作したワインが販売 JAふえふきと山学大

山梨学院大学

山梨県

産学連携 2022年06月05日 讀賣新聞

「量子コンピューター」 東京工業大に研究拠点

東京工業大学

東京都

産学連携 2022年06月08日 毎日新聞

香川県中小企業家同友会、高松大と「共育型」インターン

高松大学／高松短期大学

香川県
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