
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03月16日 京都新聞 龍谷大生の農業体験、ＪＡが支援 　滋賀・守山、組合と協定 龍谷大学 滋賀県

社会貢献 2017年03月16日 日本経済新聞 あかうし生産増へ連携　高知大など13機関、ネットワーク設立 高知大学／名城大学 日本

社会貢献 2017年03月16日 福島民報 教育振興へ連携協定　福大と桑折町教委 福島大学 福島県

社会貢献 2017年03月18日 朝日新聞 福岡）閉山２０年の大牟田で聞き取り　熊大生が報告書 熊本大学 福岡県／熊本県

社会貢献 2017年03月22日 静岡新聞 生活支援グループ設立の参考書　島田市と県立大生作製 静岡県立大学 静岡県

社会貢献 2017年03月23日 日刊工業新聞 九州産業大、研究センターを開設?伝統工芸を再興 九州産業大学 日本

社会貢献 2017年03月23日 日本経済新聞 千葉大、墨田に21年新キャンパス　建築・デザインの拠点 千葉大学 東京都

社会貢献 2017年03月24日 福島民報 地域の人材育成　高校と大学連携　福島大でシンポ 福島大学 福島県

社会貢献 2017年03月29日 シブヤ経済新聞 渋谷区、青学大と「ソーシャル・アクション・パートナー協定」 青山学院大学 東京都

社会貢献 2017年04月03日 朝日新聞 福井）大吟醸酒「稲越」発売　県立大開発のコメで醸造 福井県立大学 福井県

社会貢献 2017年04月03日 福島民報 今夏、南相馬に搾油所　福島大が被災地営農支援 福島大学 福島県

社会貢献 2017年04月04日 岐阜新聞 岐阜大保育園、地域の乳幼児受け入れ可能に 岐阜大学 岐阜県

社会貢献 2017年04月04日 福島民報 地域活性化へ連携協定　いわき明星大と常磐興産 いわき明星大学 福島県

社会貢献 2017年04月04日 山形新聞 山形大、教員免許更新にＮＩＥ　講習に採用、山形新聞社と連携 山形大学 山形県

社会貢献 2017年04月06日 中日新聞 東大生版「地域おこし隊」、県が受け入れ　今夏１カ月滞在 東京大学

福井県／青森県
／石川県／山梨
県／長野県／三
重県／鳥取県／
高知県／宮崎県

社会貢献 2017年04月06日 日刊工業新聞 学生が地域の問題解決－東大が政策提言リーダー育成　７県と連携 東京大学

福井県／青森県
／石川県／山梨
県／長野県／三
重県／鳥取県／
高知県／宮崎県

新聞記事ネット情報（2017年03月16日～2017年06月15日）



社会貢献 2017年04月12日 朝日新聞 千葉）大学生がレシピ考案の弁当、製造は福祉事業所で 和洋女子大学 千葉県

社会貢献 2017年04月14日 南日本新聞 関西大生、曽於を“解剖”　夏に産業振興策提言 関西大学 鹿児島県

社会貢献 2017年04月16日 埼玉新聞 こだわりランチ、スイーツ…大学生の幸手“食べ歩きマップ”無料配布 日本保健医療大学 埼玉県

社会貢献 2017年04月18日 岩手日報 共同キャンパス25日から　陸前高田、岩手大と立教大 岩手大学／立教大学 岩手県

社会貢献 2017年04月21日 荘内日報 公益大インターンシップ体験報告会

山形大学／山形県立米沢栄養大学／
東北公益文科大学／東北文教大学／
東北文教大学短期大学部／鶴岡工業
高等専門学校

山形県

社会貢献 2017年04月24日 朝日新聞 奈良）リンゴ復活プロジェクト、大学生が支援 大阪国際大学 奈良県

社会貢献 2017年04月24日 奈良新聞
学生考案の果実グミ「あすかめぐみ」おいしさ知って - 試食・販売会でPR／帝塚山大
「あかね祭」

帝塚山大学 奈良県

社会貢献 2017年04月25日 讀賣新聞 地域担う学生育む授業
福井大学／福井県立大学／敦賀市立
看護大学／福井工業大学／仁愛大学

福井県

社会貢献 2017年04月25日 朝日新聞 福島）飯舘村と福島大が協定　復興向け村内に拠点 福島大学 福島県

社会貢献 2017年04月25日 琉球新報 大学に放課後教室　沖大、繁多川公民館が連携　子どもの居場所に提供 沖縄大学 沖縄県

社会貢献 2017年04月26日 河北新報 ＜岩手大＞空き校舎に拠点施設　防災など学ぶ 岩手大学／立教大学 岩手県

社会貢献 2017年04月29日 福島民報 青少年教育で共同研究　福大と磐梯青少年交流の家 福島大学 福島県

社会貢献 2017年04月30日 奈良新聞 紙すきの伝統守ろう - 和紙の原料「楮」植樹／吉野・国栖地区 大阪国際大学 奈良県

社会貢献 2017年05月01日 下野新聞 白鴎大の学生６人、学生消防団員に　小山市 白鴎大学 栃木県

社会貢献 2017年05月02日 山陰中央新報 島根題材に県立大短大教授ら 小学生向け英語教材作る 島根県立大学短期大学部 島根県

社会貢献 2017年05月09日 朝日新聞 「日本酒学」新潟大が創設へ　「たしなみ方」も講義 新潟大学 新潟県

社会貢献 2017年05月09日 河北新聞 ＜原発事故＞早大が地域再生研究　福島に拠点 早稲田大学 福島県

社会貢献 2017年05月11日 讀賣新聞 地域とつながる上映会　北九大で北方シネマ始まる 北九州市立大学 福岡県

社会貢献 2017年05月15日 毎日新聞 大学倶楽部・共栄大＿教育学部が秋田県東成瀬村教委と教育実習で協定締結 共栄大学 秋田県

社会貢献 2017年05月17日 東日新聞
地域貢献への姿勢明確に＿豊橋技科大図書館 新装１カ月／女性支援エリア充実―利
用数増で効果クッキリ

豊橋技術科学大学 愛知県

社会貢献 2017年05月18日 東京新聞 大学生４０人が坂戸市消防団員に　県内初、任務限定の「機能別」 城西大学／女子栄養大学／明海大学 埼玉県



社会貢献 2017年05月19日 大分合同新聞 大麦使い玖珠に元気　大分大のプロジェクト実践
大分大学／大分県立看護科学大学／
日本文理大学／別府大学

大分県

社会貢献 2017年05月23日 北國新聞 大学の力と発想生かす　立山町が明大、跡見学園女子大と協定 明治大学／跡見学園女子大学 富山県

社会貢献 2017年05月23日 神奈川新聞 津久井産材肌で感じて　女子美大生が製品デザイン 女子美術大学 神奈川県

社会貢献 2017年05月23日 毎日新聞
大学倶楽部・産業能率大＿健康的な家庭の味弁当を学生が企画　１日限定で１００食
販売

産業能率大学 東京都

社会貢献 2017年05月26日 東京新聞 気軽に学びと交流を　群大生が小中学生向け無料学習会 群馬大学 群馬県

社会貢献 2017年05月26日 陸奥新報 統計調査員「若者の活躍の場を増やせ」 弘前大学 青森県

社会貢献 2017年05月29日 京都新聞 京都府の遊休地に留学生宿舎　京大と連携協定 京都大学 京都府

社会貢献 2017年05月31日 秋田魁新報 空き家を交流の場に　秋田美大、新屋の２棟を改修 秋田公立美術大学 秋田県

社会貢献 2017年05月31日 西日本新聞 糸島市が九大国際村構想　留学生住宅５００室超目指す [福岡県] 九州大学 福岡県

社会貢献 2017年06月01日 毎日新聞
大学倶楽部・明治大＿岩手県大船渡市と協定締結　学生の力を活用し地域の復興目
指す

明治大学 岩手県

社会貢献 2017年06月02日 山陽新聞 「岡山創生学」２年目を展開　「ＣＯＣ＋推進協」事業計画決定

岡山県立大学／岡山大学／岡山理科
大学／ノートルダム清心女子大学／就
実大学／山陽学園大学／倉敷芸術科
学大学／くらしき作陽大学／吉備国際
大学

岡山県

社会貢献 2017年06月05日 毎日新聞
大学倶楽部・追手門学院大＿外国人観光客にもおもてなし　峯俊准教授ゼミ生が熊野
参詣道で釜炒り茶をＰＲ

追手門学院大学 和歌山県

社会貢献 2017年06月06日 熊野新聞 販売前提で和大生と連携＿料理２種類商品化に向け＿串本マグロ料理推進協 和歌山大学 和歌山県

社会貢献 2017年06月08日 岩手日日新聞 空き家に法的対応を　県立大　市町村職員へ指南 岩手県立大学 岩手県

社会貢献 2017年06月08日 京都新聞 地域連携企画、資金助成へプレゼン　京都文教大生 京都文教大学 京都府

社会貢献 2017年06月10日 北國新聞 若者育成で協定締結　魚津市と荒井学園、富大 富山大学 富山県

社会貢献 2017年06月10日 産業経済新聞 父の日に日本酒プリン　天理大生ら考案、予約は１４日まで 天理大学 奈良県

社会貢献 2017年06月10日 毎日新聞 大学倶楽部・法政大＿北海道夕張市と協力協定締結　地域振興や教育研究で連携 法政大学 北海道

社会貢献 2017年06月13日 日刊工業新聞 横浜市、市内４大学と外国人留学生の就職支援で連携
横浜国立大学／横浜市立大学／神奈
川大学／関東学院大学

神奈川県

社会貢献 2017年06月14日 東京新聞 教育で貧困の連鎖ストップ　学芸大と品川区が児童の学習支援協定 東京学芸大学 東京都



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03月16日 熊野新聞 熊野郷土学の開講前に＿和歌山大学が記念講演＿新宮市 和歌山大学 和歌山県

公開講座 2017年03月17日 日刊工業新聞 関西大、大学院で夜間講座　アジア事業の経営幹部養成 関西大学 大阪府

公開講座 2017年03月21日 愛媛新聞 先生は飼育員、繁殖の工夫など授業＿自然保護、動物に学ぶ　砥部で「大学」 京都大学 愛媛県

公開講座 2017年03月23日
ニュースウォー
カー

アニメの裏話に泡パも！受験生イベントを流科大で開催 流通科学大学 兵庫県

公開講座 2017年03月24日 中野経済新聞 明治大学国際日本学部が中野区と連携講座　全コマ区長が教える講座も 明治大学 東京都

公開講座 2017年03月27日 朝日新聞 新潟）若い感性あふれるアート　長岡の商店街 長岡造形大学 新潟県

公開講座 2017年03月28日 中日新聞 ４月から忍者と忍術学講座　三重大、伊賀で６回 三重大学 三重県

公開講座 2017年03月31日 ポストセブン 多種多様な学びある大学の公開講座が人気、専門サイトも登場 佛教大学 京都府

公開講座 2017年04月03日 ポストセブン 大学の公開講座が人気、DVの傷を仏像に癒された人も 東洋大学 東京都

公開講座 2017年04月06日 秋田魁新報 公益大で酒田市寄付講座　本年度開設、メディア情報コースに 東北公益文科大学 山形県

公開講座 2017年04月11日 ポストセブン 明治大学の公開講座数は年間400　申込開始日に電話殺到 明治大学
東京都／神奈川
県

公開講座 2017年04月29日 産業経済新聞 【薬学新時代をリード】東京薬科大連携講座　和食のうまみ、有効性を解説 東京薬科大学 東京都

公開講座 2017年05月12日 朝日新聞 愛知）「宇宙」を体験　名大生がサイエンスカフェ 名古屋大学 愛知県

公開講座 2017年05月13日 朝日新聞 宮崎）女性用農機具　県立農大で女性農家ら体験 宮崎県立農業大学校 宮崎県

公開講座 2017年05月14日 沖縄タイムス 沖縄タイムス編集局長、慶応大で講演「辺野古新基地建設は不要」 慶應義塾大学 東京都

公開講座 2017年05月28日 西日本新聞 自助・共助の意識向上を　地震１年熊大でシンポ　県と大学の取り組み紹介 [熊本県] 熊本大学 熊本県

公開講座 2017年06月05日 毎日新聞
大学倶楽部・関東学院大＿学生が改修した交流拠点　地域住民と共同で塗装イベント
を開催

関東学院大学 神奈川県

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03月17日 上毛新聞 小籠包風おきりこみ　前橋国際大の仮想企業が共同開発 共愛学園前橋国際大学 群馬県

産学連携 2017年03月17日 日刊工業新聞 ＯＫＫＯ真珠、学生とコラボ商品　「年配」「フォーマル」イメージ一新狙う 愛知県立大学 三重県

産学連携 2017年03月18日 沖縄タイムス 琉大とJTA、人材育成へ協定締結　旅行商品の共同企画も目指す 琉球大学 沖縄県

産学連携 2017年03月22日 川崎経済新聞 専修大学の学生が弁当をプロデュース　京急ストア各店で販売 専修大学 神奈川県



産学連携 2017年03月24日 わかやま新報 創業支援インターン　和大と島精機が協定 和歌山大学 和歌山県

産学連携 2017年03月25日 朝日新聞 広島）福山市公式観光アプリ、産学官で開発 福山大学 広島県

産学連携 2017年04月03日 沖縄タイムス 琉球大学ブランドのカレーできた！　人気店「あじとや」とコラボ、高機能ウコン使用 琉球大学 沖縄県

産学連携 2017年04月03日 福島民友新聞 相馬高が受賞校に選出　全国農業高、大学校ＨＰ審査 慶應義塾大学 日本

産学連携 2017年04月04日 山形新聞 山形大が有機ＥＬのベンチャー設立へ　今月、開発や販売へ 山形大学 山形県

産学連携 2017年04月05日 日本経済新聞 琉球大、観光業界と連携　インターンや講師派遣 琉球大学 沖縄県

産学連携 2017年04月06日 河北新報 ＜八戸工大＞学生デザイン住宅　アイデア多彩 八戸工業大学 青森県

産学連携 2017年04月10日 EconomicNews NTTデータと群馬大が産学連携で2020年の完全自動運転車の社会実装化を目指す 群馬大学 群馬県

産学連携 2017年04月19日 日刊工業新聞
消防研など産学官、消火ロボ開発−４台連携で自律移動、大規模火災・災害対応など
想定

東北大学 日本

産学連携 2017年04月21日 福島民友新聞 福島医大がベンチャー設立　医療産業育成、独自技術を企業化 福島県立医科大学 福島県

産学連携 2017年04月23日 佐賀新聞
人口増やし地域に活力　産学官で家屋再生＿消防格納庫　築４３年民家　無料貸し出
し

佐賀大学／九州産業大学 佐賀県

産学連携 2017年04月27日 impress
ホンダ、“人と協調するAI”の開発に向け京都大学と共同研究開始＿“人と協調するAI”
が活用されるためのコンセプトの確立を目指す

京都大学 日本

産学連携 2017年04月27日 日本経済新聞
生活・生体信号を同時評価できる携帯型血圧計、自治医大＿ImPACT「社会リスクを低
減する超ビッグデータプラットフォーム」で臨床エビデンス構築目指す

自治医科大学 日本

産学連携 2017年04月28日 日本経済新聞 滋賀大、トヨタとビッグデータで連携　分析の専門人材育成 滋賀大学 滋賀県

産学連携 2017年04月29日 日本経済新聞 藻類から車燃料」開発へ　マツダと広島大、共同研究 広島大学 広島県

産学連携 2017年05月03日 中日新聞 お年寄り運転、伴走ロボ　名大、１９年にも実用化 名古屋大学 愛知県

産学連携 2017年05月09日 日本経済新聞 ラック、和歌山大学と和歌山県警が進める危機管理演習のコンテンツ開発に参画 和歌山大学 日本

産学連携 2017年05月17日 静岡新聞 ホテルと開発　ジャム商品化　静岡県立農林大学校 静岡県立農林大学校 静岡県

産学連携 2017年05月18日 八王子経済新聞 明星大学の学生がオリジナルハローキティグッズ　講義通し開発、学内で販売 明星大学 東京都

産学連携 2017年05月23日 産業経済新聞 藍澤証券と近畿大、地域活性化へ連携　金融教育やベンチャー支援 近畿大学 日本

産学連携 2017年05月30日 日本経済新聞 新潟大、亀田製菓と連携協定　健康・美容の技術開発など 新潟大学 新潟県

産学連携 2017年06月13日 東奥日報 青森大、ホテル・旅館の次世代経営者育成へ 青森大学 日本


