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日 付

記

事

掲載された部局・関係者

新聞社名

2016年1月31日

トマト料理レシピどうぞ
大学サークル「あだたん」 村の駅ひだかで配布

高知大学サークル あだたん

高知

2016年1月30日

教員就職率60.5% 高知大は全国2位

高知大学

高知

高知大学地域協働学部

高知

高知大学医学部附属病院精神科 森信繁教授

高知

2016年1月30日
2016年1月29日

地域de協働 奮闘！高知の大学生 研究・事業編
高知大新学部1期生が県内実習①高知市
高知大学医学部健康よろず相談
夜、睡眠中に叫び暴れる

2016年1月26日

独自の書風確立 「雲峰」作品展示

元高知大学 松岡雲峰教員

朝日

2016年1月26日

故筒井広道さん画集出版記念 収録作品25点を展示

元高知大学教育学部 筒井広道教授

高知

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

高知大学医学部 ベラムベラ・エトンゴラさん

高知

高知大学

高知

高知大学農学部 浜田和俊講師・学生ら

高知

高知大学理学部 石川慎吾教授

高知

高知大学

高知

高知大学地域協働学部・教育学部学生

高知

高知大学人文学部4年 難波佳希さんら

高知

高知大学 片岡正典特任講師

日経

高知大学

日経

高知大学教育学部 ノリディアワティ・アニンさん

高知

高知大学防災すけっと隊

毎日

高知大学教育学部附属小学校6年 鈴木雅士さん

毎日

高知大学防災すけっと隊

読売

2016年1月26日
2016年1月26日
2016年1月25日
2016年1月24日
2016年1月24日
2016年1月23日
2016年1月22日
2016年1月22日
2016年1月21日
2016年1月20日
2016年1月19日
2016年1月18日
2016年1月18日
2016年1月16日

続いきものがかりより
イソヨコバサミ
海の向こうの新春料理 県内在住の6人が紹介⑤
コンゴ 野菜と魚の緑シチュー
くろしお 寒中水泳大会
大豊町 キビ焼酎商品化
八畝活性化へ 高知大生協力
三嶺シカ食害 植生回復へ
香美市でシンポ 土壌流出は深刻
地域de協働 奮闘！高知の大学生 研究・事業編
学生集う学びの拠点 黒潮実感センター 大月町柏島
閑人調 学生たちと
高知の若者「まち」語ろう 「18歳選挙権」適用前に
来月高知市でイベント
四国核酸化学 「核酸医薬」の原薬量産
がんなどに効果期待 コスト抑え普及後押し
キャンパス発この一品
発酵茶「碁石茶」 高知大 機能性分析、特産再興を支援
海の向こうの新春料理 県内在住の6人が紹介③
マレーシア ピリ辛牛肉煮込み
【記者ノート】 「いつもの」防災！
第61回読書感想文コンクール 県審査最優秀作品
平和のしるし
教訓生かし 命守る
高知大で追悼 巨大地震備え訓練

2016年1月16日

高知大学 阪神大震災の犠牲者悼む

高知大学防災すけっと隊

高知

2016年1月16日

「1・17」悼む明かり 防災考えるワークショップも
高知大で集い

高知大学防災すけっと隊

毎日

2016年1月16日

高知ユナイテッド発足 来月1日ジュニアユース育成も

高知大学 野地照樹監督

毎日

高知大学総合研究センター 難波卓司特任助教

高知

高知大学医学部附属病院消化器内科 西原利治教
授

高知

高知大学サッカー部

高知

高知大学教育学部4年 上島豊正さん

高知

高知大学教育学部4年 上島豊正さん

読売

高知大学教育学部4年 上島豊正さん

高知

高知大学教育学部附属小学校 田中元康教諭

高知

2016年1月15日
2016年1月15日
2016年1月15日
2016年1月15日
2016年1月15日
2016年1月14日
2016年1月14日

特定のがん細胞だけ攻撃 仕組み解明 海外で高評価
高知大チームが論文 副作用少ない新薬期待
高知大学医学部健康よろず相談
ピロリ菌除菌したいが・・・
高知ユナイテッド新設に合意
Uトラとアイゴッソ統合
昨年の美術作品コン最優秀
上島豊正 高知市で個展
若手作家 地域文化描く
高知大・上島さん企画展
よさこい・ひろめ 群衆描く
上島豊正さん作品展 高知、17日まで
大臣表彰
文部科学省 優秀教職員

2016年1月14日

話題 おらんくの技

高知大学医学部免疫学教室 宇高恵子教授

高知夕刊

2016年1月13日

iPS白血病治療
高知大が研究協力

高知大学医学部免疫学教室 宇高恵子教授

高知

2016年1月13日

閑人調 高知の大学

高知大学

高知

2016年1月12日

難民支援 高知で4年
TRY高知大支部 活動拡大へ奮闘

TRY高知大学支部

高知

2016年1月11日

土佐あちこち 林鉄の記憶

高知大学

高知

高知大学地域連携推進センター

高知

高知大学学生

高知

高知大学医学部附属病院

読売

高知大学人文学部 吉尾寛教授・小幡尚教授ら

高知

高知大学地域協働学部

愛媛

高知大学

高知

2016年1月10日
2016年1月10日
2016年1月10日
2016年1月9日
2016年1月6日
2016年1月8日

県東部で教育旅行を
高知大が体験事業パンフ
環境省「グッドライフアワード」大豊シャクヤクの会特別賞
耕作放棄地再生に賛辞
病院の実力高知編95
脳卒中 ケアユニット診療充実
魚梁瀬林鉄の記憶後世に
高知大が聞き取り調査 証言記録しデータ蓄積
⑤改革 地域貢献と連携大事
地域がキャンパス
愛媛大社会共創学部新設
今年の一押し⑥
南国市 還元野菜

2016年1月5日

実藤 J1昇格福岡へ

高知大学卒業生 サッカー部OB 実藤友紀さん

高知

2016年1月5日

いのぐ
第1部 昭和南海地震の記憶４
慾ヲ棄テテ逃ガレタ者

高知大学総合研究センター 岡村眞特任教授

高知

2016年1月4日

はちきん 時代の最先端

高知大学教育学部 森田美佐准教授

高知

2016年1月1日

地震発生！あなたの判断は
高知大研究者から防災クイズ

高知大学地域協働学部
大槻知史准教授 藤岡正樹講師

高知

2016年1月1日

強烈な揺れに備えよ

高知大学総合研究センター 岡村眞特任教授

高知

2016年1月1日

浮かび上がった夢世界
チョークまみれの８時間

高知大学１年 岩貞侑佳さん

高知

