
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06月19日 讀賣新聞 空き家対策に学生が挑む…横浜市大 横浜市立大学 神奈川県

社会貢献 2018年06月21日 日本経済新聞 旧松末小を住民交流の拠点に　九大、ネットで資金募る 九州大学 福岡県

社会貢献 2018年06月27日 秋田経済新聞 秋田美大が「面白い合宿」　東京・大阪・長野の高校生ら県内で 秋田公立美術大学 秋田県

社会貢献 2018年06月27日 河北新報
＜富岡町図書館＞町民集う場に　茨城大生が蔵書構成や交流行事などコーディネー
ト

茨城大学 福島県

社会貢献 2018年06月27日 日本経済新聞 九大跡再開発で構想最終案　高齢化時代のモデルへ 九州大学 福島県

社会貢献 2018年07月03日 わかやま新報 地域課題の研究拠点　東大加太分室オープン 東京大学 和歌山県

社会貢献 2018年07月06日 京都新聞 京産大、綾部市に交流拠点　フィールドワークで活性化策探る 京都産業大学 京都府

社会貢献 2018年07月06日 高知新聞
大正大学・静岡産業大学・島根大学、共同事業 平成30年度 内閣府「地方創生支援
事業補助金」において採択

大正大学／静岡産業大学／島根大学 日本

社会貢献 2018年07月06日 信濃毎日新聞 県立大運営法人と長野市が連携協定　１０日調印 長野県立大学 長野県

社会貢献 2018年07月06日 日本経済新聞 大商、大阪市とスタートアップ支援の連携拡大 大阪工業大学 大阪府

社会貢献 2018年07月06日 室蘭民報 室工大生が奔走、高砂５丁目公園で８日夏祭りイベント 室蘭工業大学 北海道

社会貢献 2018年07月10日 讀賣新聞 四日市大生、地域守り８年…パトロール部 四日市大学 三重県

社会貢献 2018年07月10日 日本経済新聞 地域の課題解決　三重県が東大と協定締結で合意 東京大学 三重県

社会貢献 2018年07月11日 日本経済新聞 ＪＡふくしま未来、農業再生目指し東農大と連携 東京農業大学 福島県

社会貢献 2018年07月11日 日本経済新聞 公立諏訪東京理科大、ＩｏＴ研究で官民と連携 公立諏訪東京理科大学 長野県

社会貢献 2018年07月11日 日本経済新聞 伊佐市と包括連携協定　鹿児島大 鹿児島大学 鹿児島県

社会貢献 2018年07月11日 南日本新聞 「職業人」特集 フリー誌刊行　種子島高生が取材・執筆、慶大生編集 慶應義塾大学 鹿児島県

社会貢献 2018年07月15日 高知新聞 高知県で高校生地域創生士に5人　制度新設し活動後押し 高知大学／高知工科大学 高知県

社会貢献 2018年07月18日 静岡新聞 藤枝市と大正大連携協定　学生に地方学習の場提供 大正大学／静岡産業大学 静岡県

社会貢献 2018年07月23日 日本経済新聞 信州大、車いす利用者の山岳観光支援へ人材育成 信州大学 長野県

社会貢献 2018年07月25日 静岡新聞 本に触って親しみ　静岡福祉大、駅前図書館でにぎわい創出 静岡福祉大学 静岡県

社会貢献 2018年07月31日 毎日新聞
キャンパる・写Ｎｏｗ＿町を照らす、地域への思い　千葉商科大企画「真間あんどん祭
り」

千葉商科大学 千葉県

新聞記事ネット情報（2018年06月16日～2018年09月15日）



社会貢献 2018年08月01日 シブヤ経済新聞
渋谷区、聖心女子大と「ソーシャル・アクション・パートナー協定」　生涯学習などで連
携

聖心女子大学 東京都

社会貢献 2018年08月05日 静岡新聞 南伊豆に災害対策訓練所　東大が廃校活用、１１月に開設 東京大学 静岡県

社会貢献 2018年08月07日 愛媛新聞 宇和島・吉田の旧立間村文書＿浸水史料愛媛大で冷凍、腐敗防止し１年かけ修復 愛媛大学 愛媛県

社会貢献 2018年08月08日 産業経済新聞 早大と富山県、インターンシップで連携　事業創出へ人材育成や研修 早稲田大学 富山県

社会貢献 2018年08月09日 佐賀新聞 唐津市移住促進、早大生提言へ 早稲田大学 佐賀県

社会貢献 2018年08月09日 日本経済新聞 暮らしの安全、香川大が防犯アプリ　高松市は防犯灯のＬＥＤ化推進 香川大学 香川県

社会貢献 2018年08月10日 毎日新聞 京都＿崇仁地区、差別を過去に　市立芸大生と町おこし 京都市立芸術大学 京都府

社会貢献 2018年08月10日 毎日新聞 古民家＿慶大生が改修　地域づくり活動の一環　長浜・田根地区　／滋賀 慶應義塾大学 滋賀県

社会貢献 2018年08月14日 日本経済新聞 富山大都市デザイン学部始動　「街なか」が学びの場に＿実地研修、魅力を肌で 富山大学 富山県

社会貢献 2018年08月18日 福島民報 川俣町内の企業視察　近畿大生、活性化策提言目指す 近畿大学 福島県

社会貢献 2018年08月27日 南日本新聞 武蔵野大生が制作　徳之島舞台の映像作品上映 武蔵野大学 鹿児島県

社会貢献 2018年08月28日 苫小牧民報 日常生活の様子や要望を直接聞き取り　旭川大２年生が地域調査－厚真 旭川大学 北海道

社会貢献 2018年08月31日 伊豆新聞 東伊豆町と駒沢女子大と地域連携就業体験　旅行商品など企画 駒沢女子大学 静岡県

社会貢献 2018年08月31日 日本経済新聞 大津市、データ利活用で連携　滋賀大と協定 滋賀大学 滋賀県

社会貢献 2018年09月01日 静岡新聞 自動運転の実験拠点に　明治大、候補の伊豆市で合宿 明治大学 静岡県

社会貢献 2018年09月03日 NHK 豪雨の調査結果　岡山大学で発表 岡山大学 岡山県

社会貢献 2018年09月03日 東京新聞 南足柄の活性化策　横国大生１８人が提案 横浜国立大学 神奈川県

社会貢献 2018年09月04日 十勝毎日新聞 北海学園大生が町興しのヒントを発表　豊頃 北海学園大学 北海道

社会貢献 2018年09月05日 産業経済新聞 首都圏１０大学・短大と協定　山梨県、Ｕ・Ｉターン就職を促進

拓殖大学／駒澤大学／日本大学／玉
川大学／明星大学／法政大学／東京
経済大学／東京電機大学／立教大学
／山野美容芸術短期大学

山梨県

社会貢献 2018年09月05日 西日本新聞 「西南子どもプラザ」が移転　東キャンパスへ　育児相談や交流拠点 [福岡県] 西南学院大学 福岡県

社会貢献 2018年09月05日 日本経済新聞 広島大と福島県 包括連携協定　地域医療支援を軸に 広島大学 福島県

社会貢献 2018年09月06日 十勝毎日新聞 大谷短大生　学生消防団員に任命　音更消防団 帯広大谷短期大学 北海道

社会貢献 2018年09月07日 日刊工業新聞 産能大、神奈川・大磯町と協定　地域発展目指す 産業能率大学 神奈川県

社会貢献 2018年09月08日 熊野新聞 外国人観光客の動向調査＿京都橘大がインターンシップ＿那智勝浦町 京都橘大学 和歌山県



社会貢献 2018年09月08日 日本経済新聞 長岡技科大発ベンチャー、鳥獣被害対策の人材育成 長岡技術科学大学 新潟県

社会貢献 2018年09月12日 福島民報 集落の魅力を学ぶ　１３日まで近畿大生が調査　川俣 近畿大学 福島県

社会貢献 2018年09月13日 宮古新報 来間島で在来文化の活用探る、芝浦工大学生 芝浦工業大学 沖縄県

社会貢献 2018年09月14日 中日新聞 能登の伝統文化動画に　金大生 カメラ向け撮影 金沢大学 石川県

社会貢献 2018年09月15日 紀伊民報 地域活性化で協定　田辺市と立命館大経済学部 立命館大学 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

公開講座 2018年06月16日 讀賣新聞 午前７時に知の時間…愛院大の朝セミナー盛況 愛知学院大学 愛知県

公開講座 2018年07月01日 毎日新聞
シンポジウム＿「地方創生」再考　島根大で学識者ら講演　人口流出どう止める　／島
根

島根大学 島根県

公開講座 2018年07月02日 日刊工業新聞 豊橋技科大、長期過程で防災担当者育成　企業・自治体向け 豊橋技術科学大学 愛知県

公開講座 2018年07月04日 佐賀新聞 身近な食品にビジネスチャンス　佐大教授が解説＿佐銀でセミナー 佐賀大学 佐賀県

公開講座 2018年07月06日 毎日新聞
教える育む学び合う＿県農林大学校　ウイークエンド農業塾　初心者も収穫の喜びを
／和歌山

和歌山県農林大学校 和歌山県

公開講座 2018年07月12日 ZAKZAK 【大学で学ぼう】明治大学で「源氏」「唱歌」を探る　７～８月講座 明治大学 東京都

公開講座 2018年07月12日 和歌山経済新聞 高野山大が秘密のオープンキャンパス　「密教」推しの応募サイト公開 高野山大学 和歌山県

公開講座 2018年07月13日 日本経済新聞 アプリ開発人材育成　香川大など、来月から講座 香川大学 香川県

公開講座 2018年07月13日 弘前経済新聞 弘前大学で起業家講座　地域で活動する次世代を育成 弘前大学 青森県

公開講座 2018年07月18日 船橋経済新聞 船橋の専門学校でサイエンス講座　人間と昆虫からスケールサイズ学ぶ 船橋情報ビジネス専門学校 千葉県

公開講座 2018年07月23日 毎日新聞 北近畿地域連携シンポジウム＿高齢ドライバー、支援充実を　福知山公立大　／京都 福知山公立大学 京都府

公開講座 2018年07月25日
三軒茶屋経済新
聞

駒澤大学で夏祭り 学生らが小学生の「自由研究サポート」も 駒澤大学 東京都

公開講座 2018年07月26日 陸奥新報 弘大生が地域課題の解決策発表 弘前大学 青森県

公開講座 2018年08月03日 愛媛新聞 愛媛大でフォーラム＿学び直し支援へ 大学の課題考察 愛媛大学 愛媛県

公開講座 2018年08月19日 沖縄タイムス オンラインで語学講座　名桜大、観光産業従事者向け　スカイプ通し個別授業 名桜大学 沖縄県

公開講座 2018年08月26日 宮崎日日新聞 神話、神楽の魅力迫る　県と西南学院大が公開講座 西南学院大学 宮崎県

公開講座 2018年08月30日 タウンニュース 大学の専門性 地域に還元＿公開講座の目指すもの 横浜市立大学 神奈川県

公開講座 2018年08月31日 仙台経済新聞 鉄道の運行支える乗り物に焦点　東北福祉大・鉄道交流ステーションで企画展 東北福祉大学 宮城県

公開講座 2018年09月08日 宮古新報 多良間小で岩石授業　琉大の水の輪プロジェクト 琉球大学 沖縄県



公開講座 2018年09月13日 タウンニュース 参加無料の保育講座＿英国の新しい保育について＿和光大学ポプリホール鶴川 和光大学 東京都

公開講座 2018年09月14日 日向経済新聞 宮崎・日向の放送大学が学園祭　マルシェ初開催 放送大学 宮崎県

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06月26日 信濃毎日新聞 信大発ベンチャー　認定制度スタート 信州大学 長野県

産学連携 2018年06月30日 上毛新聞 ＩＣＴ人材　大学拠点に育成　産学官17団体 ３カ所で「クラブ」
共愛学園前橋国際大学／前橋工科大
学／高崎商科大学／高崎健康福祉大
学／中央情報大学校／群馬大学

群馬県

産学連携 2018年07月02日 岐阜新聞 「岐阜大酒」で産学連携　八百津町の蔵元が製造へ 岐阜大学 岐阜県

産学連携 2018年07月04日 日本経済新聞 京急、横国大と実証実験　高齢者の外出支援 横浜国立大学 神奈川県

産学連携 2018年07月05日 日刊工業新聞 福井大など、繊維活性化ＮＰＯ設立　産学70者集結 福井大学 福井県

産学連携 2018年07月06日 神戸新聞 神院大と大丸神戸店が協定　地域の課題解決へ連携 神戸学院大学 兵庫県

産学連携 2018年07月06日 産業経済新聞
福井の企業と東大、超小型人工衛星開発、来春打ち上げへ　縦横１０cm、高さ３０
cm、３kg

東京大学 福井県

産学連携 2018年07月06日 中日新聞 複合材料開発拠点　金沢工大で開所式　白山、３０社共同研究 金沢工業大学 石川県

産学連携 2018年07月09日 日本経済新聞 弘前大、ハウス食品・アツギと相次ぎ共同研究講座 弘前大学 日本

産学連携 2018年07月09日 東大阪経済新聞 近畿大学生が産学連携商品「ぱいなんしぇ」販売　福祉施設と共同開発 近畿大学 大阪府

産学連携 2018年07月10日 神戸新聞 ＡＩが学生の進路相談　関学大がＩＢＭと共同事業 関西学院大学 日本

産学連携 2018年07月10日 日本経済新聞 横国大とタスクフォース、「ビジネスゲーム」開発 横浜国立大学 神奈川県

産学連携 2018年07月12日 東京新聞 ヨウ素、産学官連携で有効活用　千葉大に研究拠点 千葉大学 千葉県

産学連携 2018年07月12日 日本経済新聞 耐久性の高い建築材料　清水建設と北大が研究へ 北海道大学 日本

産学連携 2018年07月15日 毎日新聞
大学倶楽部・横浜国立大＿新交通システム構築へ　京急と協定　今秋、電動小型低
速車の実証実験

横浜国立大学
東京都／神奈川
県

産学連携 2018年07月19日 日刊工業新聞 東大・柏キャンパス、“駅前”産学連携に注目　地元企業常駐で共同研究 東京大学 千葉県

産学連携 2018年07月20日 岐阜新聞 航空宇宙生産技術センター　岐阜大に２０年開設へ 岐阜大学 岐阜県

産学連携 2018年07月26日 朝日新聞 産業活性化へ連携・協力協定　岩大・ドコモ 岩手大学 日本

産学連携 2018年08月01日 産業経済新聞 西武信金、東工大と包括的連携協定 東京工業大学 東京都

産学連携 2018年08月02日 日刊工業新聞 三菱ＵＦＪ銀、ロボで産学連携探る　東海５大学がシーズ説明
名古屋大学／名古屋工業大学／三重
大学／岐阜大学／豊橋技術科学大学

日本

産学連携 2018年08月07日 佐賀新聞 アルタ・ホープと佐賀女子短大協定＿学生に現場体験提供 佐賀女子短期大学 佐賀県



産学連携 2018年08月10日 毎日新聞
大学倶楽部・立命館大＿ぐるなびと連携協定　共同調査・研究で食産業の発展目指
す

立命館大学 日本

産学連携 2018年08月18日 高知新聞 旭食品と高知大が協定　産業振興、地域貢献へ連携 高知大学 高知県

産学連携 2018年08月29日 東奥日報 起業目指す人を応援　青公大に「ラボ」 青森公立大学 青森県

産学連携 2018年09月04日 日刊工業新聞 長岡高専、課題解決事業プラン立案　地元企業・大学と協働
長岡工業高等専門学校／長岡技術科
学大学／長岡造形大学／長岡大学

新潟県

産学連携 2018年09月06日 日本経済新聞 曲がるセンサーのコスト４分の１に　山形大と地元企業 山形大学 山形県

産学連携 2018年09月09日 福島民報 県産ワイン産学官組織発足　ブランド化へ連携 福島大学／山梨大学 福島県

産学連携 2018年09月15日 日本経済新聞 九州工大、ヘルスケアで産学官連携　製品開発拠点を新設 九州工業大学 福岡県


