新聞記事ネット情報（2022年06月16日～2022年09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06月16日 滋賀報知新聞

日野町と地域活性化センター、県立大が3者協定を締結

滋賀県立大学

滋賀県

社会貢献 2022年06月16日 毎日新聞

「草津ブランド」商品を学生がPR

立命館大学

滋賀県

社会貢献 2022年06月16日 陸奥新報

弘大生が黒石の防災デジタル地図作成

弘前大学

青森県

社会貢献 2022年06月17日 日本経済新聞

千葉大学の研究組織、NPOと子供の学習支援 IT教育など

千葉大学

東京都

社会貢献 2022年06月17日 日本経済新聞

埼玉の旧草加松原団地、独協大学施設などで交流再生狙う

獨協大学

埼玉県

社会貢献 2022年06月18日 毎日新聞

「火事後も魅力そのまま」大学生がZ世代に響く旦過市場応援動画

西南女学院大学

福岡県

社会貢献 2022年06月19日 日本経済新聞

京都先端科学大学、プラごみ河川で回収 影響を調査

京都先端科学大学

京都府

社会貢献 2022年06月30日 愛媛新聞

災害に強い人・社会づくりに貢献＿地域防災に向けタッグ 四国の国立５大学と整備局 徳島大学／愛媛大学／香川大学／高
が協定
知大学／鳴門教育大学

日本

社会貢献 2022年07月07日 神戸新聞

朝来市と関西大、産業振興や地域づくりなどで連携推進へ 包括的な協定結ぶ

関西大学

兵庫県

社会貢献 2022年07月16日 朝日新聞

復興の街歩き調査、地元学生が課題探る 中越沖地震15年

新潟工科大学

新潟県

社会貢献 2022年07月19日 宮崎日日新聞

九保大生 町民聞き取り 木城町に行動計画提案へ

九州保健福祉大学

宮崎県

社会貢献 2022年07月20日 伊勢新聞

鳥羽市と國學院大が連携協定 観光や地域活性化で 三重

國學院大学

三重県

社会貢献 2022年08月02日 毎日新聞

コミュニティ通訳研究ゼミ学生が、世界の赤ちゃんをテーマに府中市民と交流

東京外国語大学

東京都

社会貢献 2022年08月04日 北海道新聞

名寄大生考案 駐屯地に新昼食 ボリューム満点４品 「転勤族」に地元食材で

名寄市立大学

北海道

社会貢献 2022年08月05日 熊本経済新聞

特産ミカンで作った「芳野えーる」 東海大生、地域の魅力をクラフトビールで発信

東海大学

熊本県

社会貢献 2022年08月05日 夕刊三重新聞

「学生の視点」で提案を 多気町で武庫川女子大のゼミ生

武庫川女子大学

三重県

社会貢献 2022年08月06日 太平洋新聞

尾鷲甘夏で３つの甘味 三重大生が考案 知名度拡大狙う

三重大学

三重県

社会貢献 2022年08月08日 日本経済新聞

山梨県とNECネッツエスアイ、東大などと「富士山地域DX『安全・安心観光情報システ
ム』の実現」の実証事業について発表

東京大学

山梨県

社会貢献 2022年08月10日 西日本新聞

嘉麻市×九州大「昆虫ビジネス」 食に医療…新たな雇用創出目指す

九州大学

福岡県

社会貢献 2022年08月10日 日本経済新聞

沖縄科学技術大学院大学、海水魚を育成し観光資源に＿UPDATE知の現場 海洋気
候変動ユニット

沖縄科学技術大学院大学

沖縄県
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社会貢献 2022年08月15日 朝日新聞

身近に戦跡1320カ所 帝塚山大ゼミがデジタルマップ

帝塚山大学

奈良県

社会貢献 2022年08月18日 日本経済新聞

公共交通活性化に一役 金沢工大や北陸大、課題研究

金沢工業大学／北陸大学

石川県

社会貢献 2022年08月18日 毎日新聞

産業振興や人材育成、小樽商大と連携協定 音更町「知的資源を活用」 ／北海道

小樽商科大学

北海道

社会貢献 2022年08月19日 秋田魁新報

秋田美大が主導、歩道橋を「空の色」に 新屋大川町

秋田公立美術大学

秋田県

社会貢献 2022年08月23日 静岡新聞

農福連携 経営者ら討論 農林環境専門職大、１期生就職支援へ講座

静岡県立農林環境専門職大学

静岡県

社会貢献 2022年08月27日 讀賣新聞

深海魚は「宝の山」 食用、健康食品に活用へ 石巻市と専修大共同研究

石巻専修大学

宮城県

武蔵野大学

鹿児島県

社会貢献 2022年08月31日

奄美群島南三島
武蔵野大生、3年ぶりに来島 徳之島の宝をつなぐエコツアー開発を体験
経済新聞

社会貢献 2022年08月31日 東日新聞

大学の知的財産を活用＿名古屋大学博物館と協定締結／蒲郡市

名古屋大学

愛知県

社会貢献 2022年08月31日 日本経済新聞

会津13市町村で広域DX 産学官連携へ「日新館」復活

会津大学／福島大学／会津大学短期
大学部

福島県

社会貢献 2022年09月01日 日本経済新聞

山形市の創造都市拠点Q1オープン 新産業創出目指す

東北芸術工科大学

山形県

社会貢献 2022年09月01日 福島民友新聞

茨城の高校と教育活動相互支援 東日大、いわき短大が連携協定結ぶ

東日本国際大学／いわき短期大学

福島県

社会貢献 2022年09月02日 周南経済新聞

周南公立大学に地域DX教育研究センター DX化に向け地元企業や行政機関と協働

周南公立大学

山口県

社会貢献 2022年09月02日 中部経済新聞

雇用で連携協定 瀬戸市、会議所、名産大

名古屋産業大学

愛知県

社会貢献 2022年09月02日 夕刊三重新聞

明和町が淑徳大と地域創生で連携 25年度ごろから町で実習、学生の発想生かす

淑徳大学

三重県

社会貢献 2022年09月04日 毎日新聞

奈良女子大と奈良市が協定 産学官連携 地域産業振興目指す ／奈良

奈良女子大学

奈良県

社会貢献 2022年09月07日 中國新聞

地域と大学、一体で協力【帝釈峡遺跡群発掘調査開始60周年】㊤「発掘の足跡」

広島大学

広島県

社会貢献 2022年09月08日 中國新聞

歴史的価値、発信強める【帝釈峡遺跡群発掘調査開始60周年】㊦「伝承」

広島大学

広島県

社会貢献 2022年09月09日 毎日新聞

乳児期から防災学べる 横浜市立大国際教養学部・三輪ゼミ生 神奈川区と協働 ／
神奈川

横浜市立大学

神奈川県

社会貢献 2022年09月11日 福島民友新聞

ブランド鶏普及に学生がアイデア 福島学院大と推進協議会が協定

福島学院大学

福島県

社会貢献 2022年09月12日 日本経済新聞

金沢大学「融合学域」、企業・地域課題の解決に新手法

金沢大学

石川県

社会貢献 2022年09月13日 神戸新聞

東日本経験の女性スタッフがたどり着いた答え、防災は遊び感覚で身につける １７日
から神戸で催し

神戸学院大学

兵庫県

社会貢献 2022年09月13日 本庄経済新聞

埼玉・美里町が埼玉工業大と包括協定 同大が4つの連携を提案

埼玉工業大学

埼玉県

社会貢献 2022年09月14日 紀伊民報

「Ｚ世代」を古座川に 玉川大生が観光アイデア発表

玉川大学

和歌山県
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社会貢献 2022年09月15日 日本経済新聞
分野

日付

媒体

福岡県、水素産業集積へワンストップの支援窓口

九州大学

記事タイトル

福岡県
大学・短期大学

都道府県

公開講座 2022年06月24日 東愛知新聞

25日に愛大豊橋校舎で「三河の菓子文化」のシンポ

愛知大学

愛知県

公開講座 2022年06月28日 毎日新聞

企業経営者向け 名市大AI講座 参加者募集 ／愛知

名古屋市立大学／名古屋工業大学

愛知県

東京都市大学

東京都

公開講座 2022年06月29日

二子玉川経済新
都市大 夢キャンパスでオンライン七夕イベント 願い事で心を豊かに
聞

公開講座 2022年07月04日 毎日新聞

学生発 「専大×アドビ産学連携イベント」開催 学生、教職員130人がグラフィック制作に
専修大学／石巻専修大学
挑戦

日本

公開講座 2022年07月07日 紀伊民報

田辺でオープンキャンパス 大阪千代田短大と高野山大

大阪千代田短期大学／高野山大学

和歌山県

公開講座 2022年07月12日 住宅新報

明海大学不動産学部 不動産の不思議 学生たちの視点と発見 第442回 「プラスα
ルーム」のあるマンション 様々なサービス提供に有効

明海大学

千葉県

公開講座 2022年07月14日 文京経済新聞

東洋大・井上円了記念博物館が一般公開 ギャラリートークも

東洋大学

東京都

公開講座 2022年07月15日 中日新聞

山室集落の民俗芸能「花の舞」の面 静岡文化芸大で公開

静岡文化芸術大学

静岡県

公開講座 2022年07月17日 上毛新聞

地方に大学は必要か。課題や魅力、地域と協働 前橋で３大学学長がシンポジウム

高崎健康福祉大学／共愛学園前橋国
際大学／前橋工科大学

群馬県

公開講座 2022年07月19日 毎日新聞

CUC公開講座2022「SDGs達成へ 大学の役割」 第3回楽しい防災教育(その1) 防災ノ
ルディック・ウォークの推進について

千葉商科大学

日本

公開講座 2022年07月24日 日本経済新聞

大阪樟蔭女子大学、絵本の図書館で学生が読み聞かせ

大阪樟蔭女子大学

大阪府

公開講座 2022年08月07日 北海道新聞

「図書館＋博物館」知の拠点に 函館の北大新教育施設が２４年秋開館 市民向けに
講座や催し

北海道大学

北海道

公開講座 2022年08月13日 静岡新聞

６大学共同講座 教授らリレー解説、高校生学び深める 藤枝

静岡大学／静岡福祉大学／常葉大学
／静岡産業大学／静岡理工科大学／
静岡県立大学

静岡県

公開講座 2022年08月17日 産業経済新聞

大東文化大、学び直し支援 リカレント２講座開講へ

大東文化大学

東京都

公開講座 2022年08月17日 讀賣新聞

中央大学×大手町アカデミア AI・データサイエンスが拓く未来とELSIの役割－「人間中
中央大学
心社会」の行方を探る徹底トークセッション－（オンライン無料講座）

公開講座 2022年08月24日

伊勢志摩経済新
伊勢で「高校生SBP交流フェア」 ビジネスによる地域課題解決プランを発表
聞

皇學館大学

三重県

神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校

兵庫県

公開講座 2022年08月26日 神戸経済新聞

神戸ポートミュージアムで学生が音楽ライブ 神戸の新たなにぎわいに

公開講座 2022年08月26日 徳島新聞

管理職目指す女性募集 県・四国大が9月スクール開講 専門知識や実践的技能指導 四国大学
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東京都

徳島県

公開講座 2022年08月29日 北海道新聞

来たれ社会起業家 北大など９月から札幌４拠点で連続トークセッション

北海道大学／室蘭工業大学

北海道

公開講座 2022年09月02日 桐生タイムス

桐大短大部アートデザイン学科×大川美術館、グッズ開発、商品化へ

桐生大学短期大学部

群馬県

公開講座 2022年09月03日 毎日新聞

都留の勇壮神楽、写真で見る伝統 ～文科大で48枚展示～ ／山梨

都留文科大学

山梨県

公開講座 2022年09月06日 日本経済新聞

（お知らせ）京都・大阪・神戸3大学シンポ＿データ社会テーマ、来月14日

京都大学／大阪大学／神戸大学

日本

公開講座 2022年09月07日 佐賀新聞

佐賀大がＤＸ人材養成 社会人の学び直しに 10月から、受講生募集

佐賀大学

佐賀県

公開講座 2022年09月09日 弘前経済新聞

弘前の短大で「ローカルフォト講座」 写真家MOTOKOさん講師に

柴田学園大学短期大学部

青森県

公開講座 2022年09月13日 十勝毎日新聞

帯広畜産大で「大人のオープンキャンパス」 産学官金連携で交流

帯広畜産大学／小樽商科大学／北見
工業大学

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

産学連携 2022年07月05日 北日本新聞

富山大生が生活雑貨提案 産学官連携、商品化も検討

富山大学

富山県

産学連携 2022年07月05日 熊谷経済新聞

立正大150周年で日本酒セット 地元酒造と学生がコラボ、3つの飲み口で

立正大学

埼玉県

京大発スタートアップ、核融合発電の試験プラント建設へ

京都大学

日本／世界

NTTデータや東工大・群馬県、ITトップ人材育成で連携

東京工業大学

群馬県

東大発VCも出資。量子コンピューターの実用化目指す｢OQC｣が62億円の資金調達に
成功したプレゼン資料14枚

東京大学

日本／世界

産学連携 2022年07月15日 朝日新聞

ならまち元倉庫の酵母からクラフトビール商品化、奈良先端大と醸造所

奈良先端科学技術大学院大学

奈良県

産学連携 2022年07月26日 日本経済新聞

CASE向け軟磁性材料研究で産学連携強化、大同特殊鋼・東北大が新拠点

東北大学

日本

産学連携 2022年07月27日 東京新聞

食用コオロギで機内食 ジップエアと徳島大発企業が連携 食品ロスの軽減に期待も

徳島大学

千葉県

産学連携 2022年07月27日 日本経済新聞

警視庁やZHDなど6者、セキュリティー人材育成で連携

中央大学／明治大学

日本

産学連携 2022年08月02日 日本経済新聞

岩手県滝沢市とDMM、大学生のアイデア具現化へ地元企業と連携

岩手県立大学

岩手県

産学連携 2022年08月05日 毎日新聞

蜂蜜酒、デザート感覚でいかが 大学と地元業者ら開発大詰め 滋賀

長浜バイオ大学

滋賀県

産学連携 2022年08月08日 神奈川新聞

湘南モノレールと鎌倉女子大 お弁当包みを共同開発

鎌倉女子大学

神奈川県

産学連携 2022年08月08日 日本経済新聞

鳥取大学、脱炭素や未利用生物で産学イノベーション創出

鳥取大学

鳥取県

産学連携 2022年08月10日 飯田経済新聞

産学官連携で「生市田柿ペースト」開発 廃棄される皮や実を活用

松本大学

長野県

産学連携 2022年08月10日 日本経済新聞

大阪国際大学、地酒風味の溶けにくいアイスキャンディー

大阪国際大学

大阪府

産学連携 2022年07月07日

MITテクノロジー
レビュー

産学連携 2022年07月07日 日本経済新聞
産学連携 2022年07月14日

BUSINESS
INSIDER
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産学連携 2022年08月10日 讀賣新聞

大阪公立大と大阪商工会議所が包括協定…「学び直し」など協力

大阪公立大学

大阪府

産学連携 2022年08月11日 毎日新聞

産学共同研究後押し さいたま市、埼玉大と覚書 ／埼玉

埼玉大学

埼玉県

産学連携 2022年08月12日 毎日新聞

8月限定 共同開発健康弁当「ひよこ豆と夏野菜のキーマカレー」を販売

共立女子大学／共立女子短期大学

東京都

産学連携 2022年08月18日 日本経済新聞

瀬戸内のシリコンバレーへ 愛媛大の起業塾が本格始動

愛媛大学

愛媛県

産学連携 2022年08月23日 日本農業新聞

特産ブランド存続へ オレンジ香る自販機 大学、企業が連携 兵庫・淡路島

吉備国際大学

大阪府／兵庫県

産学連携 2022年08月24日 日刊工業新聞

早稲田大ＶＣが設立した１号ファンドのユニークさ

早稲田大学

東京都

産学連携 2022年09月05日 日本経済新聞

婚礼会場を発表の場に 上越教育大と平安セレモニー連携

上越教育大学

新潟県

産学連携 2022年09月06日 秋田魁新報

鈴和商店、宮城学院女子大と産学連携 揚げかまぼこ発売

宮城学院女子大学

宮城県／秋田県

産学連携 2022年09月06日 奄美新聞

鹿大生、ＪＡＣでインターン

鹿児島大学

鹿児島県

産学連携 2022年09月06日 日本経済新聞

横浜銀行・千葉銀行、横国・千葉大発ベンチャー支援

横浜国立大学／千葉大学

日本

産学連携 2022年09月07日 信濃毎日新聞

ＤＸ人材育成で産官学が連携 高校から体験活動や学びを支援

長野県工科短期大学校

長野県

産学連携 2022年09月07日 日本経済新聞

産学連携や起業支援でDX推進 富山県立大学の下山学長

富山県立大学

富山県

産学連携 2022年09月12日 日本経済新聞

NECと阪大、顔認証技術を題材とした倫理的・法的・社会的課題(ELSI)に関する共同研
大阪大学
究を開始

日本

産学連携 2022年09月14日 秋田魁新報

「いぶりがっこ」フランスで好評 教養大生がパリで市場調査

国際教養大学

秋田県／世界

産学連携 2022年09月15日 時事通信

名古屋銀、産学連携授業を仲介 金城学院大生、温泉の事業改善提案

金城学院大学

愛知県
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