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日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2016年3月30日
18歳の一票　県内高２生アンケートから③
何を知ればいいの？

高知大学　遠藤晶久講師 高知夕刊

2016年3月31日
教育　学校で朝食　おなかと心満たす　高知市立第4小学校
月1回大学生ら協力

高知大学教育学部2年　松岡紗希さん 朝日

2016年3月31日 サッカー四国Ｌ観戦を　高知Ｕ　高知市でＰＲ 高知大学ＯＢ　ＫＵＦＣ南国 高知

2016年3月30日
高知出版学術賞に2点
「安さんのカツオ漁」など

高知大学総合研究センター　臼井朗特任教授 高知

2016年3月30日 安保法施行　「戦争法発動止めよう」 高知大学学生 高知

2016年3月30日 安保法施行　廃止へ大学生ら連携 高知大学教員、学生 毎日

2016年3月30日 4市民団体　安保法「廃止を」 高知大学学生 朝日

2016年3月29日
12団体に813万円助成
15年度　生命の基金が贈呈式

高知大学医学部 高知

2016年3月28日
高知大サッカー部　野地監督退任へ
総監督に就任

高知大学サッカー部　野地照樹監督 高知

2016年3月28日
高知大学習支援サークル
心落ち着かせ集中力向上

高知大学学生団体　からふるカンパニー 高知夕刊

2016年3月29日 土佐まるごとビジネスアカデミー（案内） 高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 高知

2016年3月29日
続いきものがかりより
イシマキガイ

高知大学　町田吉彦名誉教授 高知

2016年3月28日
中国・731部隊資料館　金館長　あす講演
高知市の自由民権館

高知大学生 高知

2016年3月28日
夢に一歩　手術模擬体験
高知大医学部で中高生60人

高知大学医学部附属病院 毎日

2016年3月27日
高知・土佐山地区　新たな医療拠点
へき地診療所　落成式

高知大学 読売

2016年3月27日 「お任せ政治やめよう」　高知、徳島の学生ら討論 高知大学　加藤誠之准教授 高知

2016年3月27日
南海地震備える　家具固定の大切さ知って
高知大生協新入生にオリジナル商品販売

高知大学防災すけっと隊 毎日

2016年3月26日
朝ごはんは、心の栄養
広がる"学校モーニング"

高知大学生　岩下翔平さん、松岡紗希さん 高知夕刊

2016年3月26日
「フィールド医学　香北から」
松林・京大教授（元高知医大助教授）退職講演

京都大学　松林公蔵教授
（元高知医大助教授）

高知

2016年3月26日
発酵茶で国際シンポ　タイから18人
高知大　碁石茶など可能性探る

高知大学 高知

2016年3月26日 高知大生ら製作「ゆず姫」上映 高知大学映画製作サークル21. 高知

2016年3月26日
地域de協働　奮闘！高知の大学生
県内育成の先に貢献　問われる互いの「本気」

高知大学地域協働学部 高知

2016年3月25日
文科省、国立大交付金の一部傾斜配分
増額42大学「震災復興」岩手大など

高知大学 読売

2016年3月25日 若者参加の政治へ　あす学生ら討論会 高知大学　加藤誠之准教授 高知

2016年3月25日
高知大病院3センタ―新設　来月
糖尿病/リウマチ/ＩＶＲ

高知大学医学部附属病院 高知

2016年3月25日 生命の基金　15年度助成　12件813万円 高知大学医学部 高知

2016年3月25日 筋強直性ジストロフィー公園　あす高知市 高知大学医学部老年病・循環器・神経内科学 高知

2016年3月25日
医師のキャリア形成支援
高知医療再生機構6年

高知大学医学部 高知

2016年3月25日
高知大学医学部　健康よろず相談
ヒアルロン酸注射　打ち過ぎ？

高知大学医学部附属病院整形外科　池内昌彦教授 高知

2016年3月25日 高知県乾癬患者さんのための市民公開講座（案内） 高知大学医学部皮膚科 高知

2016年3月24日 県内国公立大　後期264人合格 高知大学 高知

2016年3月23日 医師試験8630人合格 高知大学医学部 高知

2016年3月23日
海洋研究　連携強化を期待
開発機構一部移転　県「協議しやすい」

高知大学海洋コア総合研究センター 読売

2016年3月22日
県誘致海洋研機構機能「一部移転」
高知大と連携拠点

高知大学 高知夕刊

2016年3月22日
ＪＡＸＡチームに県出身・西村さん
はやぶさ微粒子解明支援

高知大学大学院修了生　西村征洋さん 高知夕刊

2016年3月1日
わたくし、東京から来た浜ちゃんです。
充実の高知生活　5年目へ

高知大学　黒笹慈幾特任教授 高知

2016年3月21日
高知の治療最前線　気になる「パーキンソン病」
専門医が語る早期発見と治療

高知大学医学部老年病・循環器・神経内科学
　古谷　博和教授

高知
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2016年3月20日
シニア移住　在り方討議
高知市「自己実現の場を」

高知大学　黒笹慈幾特任教授 高知

2016年3月18日
乾癬治療は前向きに
高知大医学部で学習会　患者が改善例報告も

高知大学医学部皮膚科　中島英貴講師 高知

2016年3月18日 高知の映像制作団体による短編映画上映 高知大学映画サークル 高知夕刊

2016年3月17日 「ＣＣＲＣ」で19日シンポ 高知大学　受田浩之副学長 高知

2016年3月17日
かける四国人　産官民　学がつなぐ
高知の潜在力発揮へ汗

高知大学　受田浩之副学長 日経

2016年3月16日 自主組織「守るんジャー」　高知大生児童見守り10年 高知大学守るんジャー 高知夕刊

2016年3月16日
ヤギ乳研究など発表
高知大　食材事業人材育成で修了式

高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 読売

2016年3月15日
聞く　講演会「スウェーデンをはじめ各国を来訪し、高齢者問題
を考える～看護学の立場から～」

本高知大学医学部看護学科　片岡万里教授 高知

2016年3月15日 安芸市であす伊尾木洞講演会 高知大学大学院応用自然科学専攻　研究生 高知

2016年3月15日
県移民史　ブラジル考察
院生、専門家招き談話会

高知大学大学院生　前田桂子さん 高知

2016年3月15日
続いきものがかりより
イワナとアマゴの交雑個体

高知大学　町田吉彦名誉教授 高知

2016年3月15日
高知就職ナビ2017　高知銀行
地域貢献活動子供サッカー教室

高知大学サッカー部 高知

2016年3月13日 土佐あちこち　地域と哲学 高知大学地域協働学部 高知

2016年3月13日
医療現場　中学生が体験
高知大　模型使い採血

高知大学医学部附属病院検査部 読売

2016年3月13日 喫水線　孕のジャン 高知大学 高知

2016年3月11日
高知大学医学部　健康よろず相談
ヨーグルト前立腺によくない？

高知大学医学部附属病院泌尿器科　執印太郎教授 高知

2016年3月11日
がんやたばこの害講義
高知大附属病院　北陵中を訪問

高知大学医学部附属病院がん治療センター　小林道也部
長

高知

2016年3月11日 土佐あちこち　林鉄研究 高知大学 高知

2016年3月11日
新たな表現へ意欲作
高知大日本画専攻生　高知市でグループ展

高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース 高知

2016年3月10日 東日本大震災を気象分野からアプローチ 高知大学　千葉修名誉教授
河北新報ONLINEニュース

「河北抄」

2016年3月10日
国立大運営交付金　高知大など増額
文科省重点配分

高知大学 高知

2016年3月10日 四万十町　議会　人材育成センター設置へ 高知大学 高知

2016年3月10日
高知観光　外国語でおもてなし
英語・中国語　おせっかい協会が接客教室

高知大学留学生　王広燕さん 毎日

2016年3月9日 高知ほっと情報　バッハカンタータ13日に演奏会 高知大学教育学部　小原浄二教授 高知夕刊

2016年3月8日 709人に春が来た　高知大前期合格発表 高知大学 読売

2016年3月8日 県内国公立大　前期1260人合格 高知大学 高知

2016年3月7日
続いきものがかりより
スジエビ

高知大学　町田吉彦名誉教授 高知

2016年3月7日 魚梁瀬森林鉄道　地域振興活用を　安田でシンポ 高知大学 読売

2016年3月7日
魚梁瀬森林鉄道巡りシンポ
文化・暮らし　研究者ら議論

高知大学 朝日

2016年3月6日
林鉄と地域　研究出発点に
安田町で初のシンポ

高知大学 高知

2016年3月5日
地域de協働　高知大新学部一期生が県内実習　⑥香南市西川
地区

高知大学地域協働学部 高知

2016年3月4日
海底資源　産業化を
高知大研究者ら講演

高知大学 高知

2016年3月4日
南海地震備える
長期孤立　避難考えて　松山で防災シンポ四国の専門家ら意見

高知大学防災推進センター 原忠 副センター長 毎日

2016年3月1日
四国健康ナビ
食物アレルギー児　学校は正確に把握を

高知大学医学部小児思春期医学　大石拓助教 毎日

2016年3月1日
続いきものがかりより
シロウオ

高知大学　町田吉彦名誉教授 高知
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