新聞で報道された高知大学
日 付
2016年2月29日
2016年2月29日
2016年2月28日
2016年2月27日

記

事

掲載された部局・関係者

新聞社名

「地域起業学」テーマに
高知大学大学院 蜂谷潤さん
土佐志民大学3限目 成功事例3人が紹介
林鉄写真ありませんか？
高知大学
来月5日シンポ データ資料に
安保法廃案へ100人集う
高知大学 岡田健一郎准教授
いの町議ら呼び掛け「町民の会」結成
地域de協働 高知大新学部一期生が県内実習 ⑤いの町是
高知大学地域協働学部
友地区

毎日
高知
高知
高知

2016年2月26日

県内３大学 3607人受験 国公立２次

高知大学

高知

2016年2月26日

県内３大学 3607人が受験

高知大学

毎日

2016年2月26日

国公立２次 3607人が挑む

高知大学

読売

2016年2月26日

安保法廃止求め町民の会

高知大学 岡田健一郎准教授

高知

2016年2月26日

土佐あちこち スジアオノリ

高知大学

高知

2016年2月26日

高知大学医学部健康よろず相談
パソコン事務後にめまい

高知大学医学部附属病院神経内科 古谷博和教授

高知

2016年2月26日

耳の日（3月3日）に寄せて

高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 小森正博講
師

高知

2016年2月25日

国公立大２次試験開始 前期日程県内３大学に4000人

高知大学

高知夕刊

2016年2月25日

四万十アオノリ栽培へ
漁協と市、高知大連携

高知大学

高知

2016年2月25日

岡山ネクストがキャンプ ＪＦＬ高知大出身3人はつらつ

高知大学サッカー部

高知

2016年2月24日

高知西高ＯＧ 黒板アートで新曲ＰＲ

高知大学1年生 岩貞侑佳さん

2016年2月24日

お大師さんの旅巡り展 開幕 室戸に伝わる仏教の美堪能
高知大生 プチウォーク体験

高知大学防災サークル「防災すけっと隊」

2016年2月24日

人口減を越えて 大学を地域づくりに

高知大学地域協働学部

2016年2月23日

短波 高知大防災サークル全国表彰

高知大学防災サークル「防災すけっと隊」

高知夕刊

2016年2月23日

高知大防災サークル表彰 まちづくり大賞3位

高知大学防災サークル「防災すけっと隊」

高知

2016年2月23日

声ひろば 白衣の天使に感謝

高知大学医学部附属病院

高知

2016年2月23日

続いきものがかりより
ボロカサゴ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年2月22日

話題 八畝に酔う

高知大学 学生

2016年2月22日

地域協働の意義語る 県内3大学 学生ら会議

高知大学 第3回地域協働ネットワーク会議

高知

2016年2月22日

京大野球部合宿が復活 土佐清水市で2年ぶり

高知大学硬式野球部

高知

2016年2月22日

あんぐる写・斜・射 高知大学寒中水泳

高知大学

高知

高知大学 大槻知史准教授、防災すけっと隊

朝日

高知大学 大槻知史准教授

高知

高知大学地域協働学部

高知

高知大学理学部卒業生 堀江俊佑さん

高知

高知大学防災サークル「防災すけっと隊」 折中新さ
ん

高知

2016年2月22日
2016年2月22日
2016年2月20日
2016年2月20日
2016年2月21日

災害時に備え「かまどベンチ」
四万十市・下田中に設置
かまどベンチ完成
四万十市の下田中 炊き出し訓練
地域de協働 高知大新学部一期生が県内実習 ④大豊町
わたしはこういのぐ 3人目
筆箱に防災グッズ
「備えあれば命守れる」
高知むすび塾関連講演会380人被災体験学ぶ

高知夕刊
学生

朝日
毎日

高知夕刊

2016年2月20日

「暴走政治 最大のリスク」 県内で安保法廃止行動

高知大学大学院 横川和音さん

高知

2016年2月19日

日高の名物料理に挑戦 能津小児童オムライス作り

高知大学教育学部「地産地生塾日高」

高知

2016年2月19日

地域貢献の学生ら 日頃の活動を紹介

高知大学「中山を元気にし隊」、「えんむすび隊」等

朝日

2016年2月17日

存在感増す地元大学 人材育成に期待高まる 地域協働先
高知大学地域協働学部
導目指す

高知

2016年2月17日

ＦＤ体験キャンプ表彰 文科省「地域に貢献」と評価

高知大学人文学部卒業生 花谷みずきさん

高知

2016年2月16日

須崎の未来考える シンポに230人 産業、防災など議論

高知大学 受田浩之副学長

高知

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

高知大学地域協働学部

高知

2016年2月16日
2016年2月14日

続いきものがかりより
オオヒロハオウギガニ
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③仁淀川町長者

2016年2月14日

高知大６人 J３、JFLへ
野地監督「想像超える活躍を」

高知大学サッカー部

高知

2016年2月15日

叢書日本の思想家３ 谷時中・谷秦山
何学の形成と発展に尽力 人物像と思想つづる
高知大名誉教授 山根三芳さん刊行

高知大学 山根三芳名誉教授

高知

2016年2月12日
2016年2月12日
2016年2月12日
2016年2月12日
2016年2月12日
2016年2月12日
2016年2月12日

高知大学医学部健康よろず相談
夜間、喉が渇いて目が覚める
高知の子ども 寝不足？
エコチル5周年 イベントで報告
建国記念の日 賛否の集会
憲法、沖縄めぐり講演 高知市

高知大学医学部附属病院総合診療部 松元かおり
医師
高知大学 菅沼成文教授
（高知ユニットセンター センター長）
高知大学 小幡尚教授・岡田健一郎准教授

高知

閑人調 本物になる

土佐FBC

高知

高知大学4年 難波佳希さん

高知

高知大学4年 難波佳希さん

毎日

高知大学卒業生 長崎芳文さん

高知

若者100人「まちづくり」 18歳選挙権前に政策立案を体験
高知市でワークショップ
10年後「住みたい街」は？
高知・ワークショップ 若者100人 政策熱弁
生きた証し 川柳で紡ぐ
高知市の長崎さん 地震や妻の闘病生活題材

高知
高知

2016年2月10日

高知発 生姜入り飲料 コンビニ経営清遠さん開発

土佐FBC修了生 清遠康博さん

毎日

2016年2月10日

海底5500メートルに希少金属 南鳥島沖 高知大など確認

高知大学総合研究センター 臼井朗特任教授

高知

2016年2月10日

感性豊か 高知大卒業制作展
14日まで県立美術館 集大成18点

高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース4
年

高知

2016年2月10日

書の競演 世代超え 高知大書道部OB展

高知大学書道部OB会

毎日

高知大学映画製作サークル21.

高知

高知大学 黒笹慈幾特任教授

高知

高知大学 町田吉彦名誉教授

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

読売

高知大学

高知

高知大学 松島朝秀特任准教授

朝日

2016年2月9日
2016年2月9日
2016年2月9日
2016年2月6日
2016年2月7日
2016年2月5日

高知大生 香美市で自主映画
青春とユズへの熱意描く 来月公開 地元高校生も出演
わたくし、東京から来た浜ちゃんです。80
通学列車のひそかな楽しみ 聞き耳立てて気分は若く
続いきものがかりより
ベニイボヒトデシロスズメ
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②黒潮町
病院の実力 高知編96
不妊治療 自然に近い方法から
林鉄遺産で地域振興
研究者ら 安田町で来月シンポ

2016年2月4日

室戸の仏教美術紹介 お大師さんの旅めぐり 21日開幕

2016年2月4日

郡部校からも進学を 高知大 教員らに出前講座 四万十町 高知大学アドミッションセンター 永野拓矢准教授

高知

2016年2月2日

続いきものがかりより
トサカギンポ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年2月2日

四国健康ナビ 悪性の胃粘膜下腫瘍 腹腔鏡で手術

高知大学医学部附属病院外科（１） 並川努講師

毎日

