新聞で報道された高知大学
日 付

記

事

掲載された部局・関係者

新聞社名

2016年5月31日

続いきものがかりより
カメノコフシエラガイ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年5月31日

四国健康ナビ 声がれから始まるのど以外の病気

高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 長尾明日香助教

毎日

2016年5月28日

徳島・高知は今 参院選を前に㊦ 県境に広がる無関心

遠藤晶久講師

毎日

2016年5月28日

室戸海洋深層水の健康増進効果検証 高知で報告会

高知大学医学部

朝日

2016年5月28日

害虫に有効天敵
実用化へ研究着手 高知大 荒川教授らのグループ

高知大学農林海洋科学部 荒川良教授

日本農業

2016年5月27日

Ｊリーグ元監督 米ナス収穫体験

高知大学地域連携推進センター

日本農業

高知大学医学部健康よろず相談
バセドー病でも海藻類食べたい
健康寿命伸ばす心得出版
森医師（高知大名誉教授）本誌連載に加筆

高知大学医学部附属病院内分泌代謝・腎臓内科
西山 充准教授

高知

高知大学 森惟明名誉教授

高知

2016年5月26日

消防活動学生も貢献 南国市がサポーター制度

高知大学

高知

2016年5月26日

熊本地震教訓生かせ 大津波に備える
産官学調査団が報告 まちづくり・液状化・・・

高知大学防災推進センター副センター長 原忠教授

朝日

2016年5月26日

「特色ある学校づくり」審査 予算獲得へ工夫凝らす

高知大学教育学部 岡谷英明副学部長

高知

2016年5月25日

金管五重奏コンサート 黒潮町で来月4日

高知大学 梶原彰人講師

2016年5月25日

おきゃくトーク 熊本地震発生直後から現地に入った高知大教授

高知大学 原忠教授

毎日

2016年5月25日

ひと 「里海」づくりに取り組むＮＰＯ法人の事務局長
田中 丈裕さん

高知大学卒業生 田中丈裕さん

朝日

2016年5月25日

高知大男子 一部昇格 バレーボール四国大学春季リーグ

高知大学バレーボール部

高知

高知大学附属小学校

高知

高知大学医学部附属病院 理学療法士 細田里南さん

高知

2016年5月27日
2016年5月26日

2016年5月24日
2016年5月24日

モロッコ教育関係者来高 複式学級など見学
都市と格差是正目指す
続・眠れぬ母たち 闘病編8
音十愛11歳 奇跡の笑顔 全盲・重複障害を生きる8

高知夕刊

2016年5月24日

木村久夫の無念の死悼む 刑死の学徒兵 没後70年で慰霊祭

旧制高知高校 卒業生 木村久夫さん

高知

2016年5月24日

南国市 校区選択制を導入 来春入学から大篠小集中を抑制

高知大学 柳林信彦准教授

高知

2016年5月24日

続いきものがかりより
クロテナガオウギガニ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年5月23日

万象 だます生き物 目力の弱点を克服

高知大学遠藤広光教授 写真提供

産経

2016年5月23日

彩り豊かバラ祭り 四万十市西土佐

高知大学 学生

高知

2016年5月22日

続・眠れぬ母たち 闘病編6
音十愛11歳 奇跡の笑顔 全盲・重複障害を生きる6

高知大学医学部附属病院小児外科 藤枝幹也教授

高知

2016年5月21日

変わりながら続く営み 四万十町松葉川地区

高知大学国際交流団体 国際茶屋

高知

2016年5月21日

旧陸軍施設保存を 高知大教授ら報告会

高知大学

高知

2016年5月21日

戦争資料の目録作成へ 高知市 有志が保存支援組織

高知大学 小幡尚教授

高知

2016年5月20日

続・眠れぬ母たち 闘病編5
音十愛11歳 奇跡の笑顔 全盲・重複障害を生きる5

高知大学医学部附属病院

高知

2016年5月20日

土佐和紙で独創ちぎり絵 伊在住・横山明子 県内初個展

高知大学教育学部特設美術工芸課程
卒業生 横山明子

高知

2016年5月20日

アートで防災 若者照準

高知大学 大槻知史准教授

読売

2016年5月19日

アートの力で防災推進 高知市で考えるイベント

高知大学地域協働学部 大槻知史准教授

2016年5月19日

旧陸軍２棟 明治の薫り 高知大調査、1900年前後に建築

高知大学

朝日

2016年5月19日

ただ今 修行中 サッカー審判 友政利貴さん

高知大学卒業生 友政利貴さん

高知

2016年5月19日

限界集落 環境に負荷 大野教授 大豊町中で講演

高知大学 大野晃名誉教授

高知

2016年5月18日

「17日に南海トラフ地震」デマ 小中学生動揺 自粛ホテルも

高知大学 大槻知史准教授

高知夕刊

2016年5月18日

高知ほっと情報 元アイドル3人 「土佐恋まつり！」

高知大学附属中吹奏楽部

高知夕刊

高知大学医学部附属病院

高知

高知大学 池田啓実教授
4年生 中内晴香さん

日経

2016年5月18日
2016年5月18日

続・眠れぬ母たち 闘病編３
音十愛11歳 奇跡の笑顔 全盲・重複障害を生きる３
就業体験じっくりと 職業意識向上に期待
高知大期間2カ月 東京工科大「有給」本格導入

高知夕刊

2016年5月18日

「揺れ対策が原点」 熊本地震調査団が報告会 高知大学

高知大学

高知

2016年5月18日

南海トラフ備え 液状化対策優先を
高知大で熊本地震調査報告

高知大学防災推進センター

読売

新聞で報道された高知大学
日 付

記

事

掲載された部局・関係者

新聞社名

2016年5月17日

続いきものがかりより
ツメタガイ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年5月17日

料理通じ異文化体験 米奥小児童 高知大留学生と交流

高知大学国際交流団体 国際茶屋
留学生

高知

2016年5月16日

伊方耐震 評価見直しを 岡村 高知大特任教授

高知大学防災推進センター 岡村眞特任教授

2016年5月16日

オペラ「よさこい節」再演 オペラ振興会主催
「あの感動再び」

高知大学 向原寛名誉教授

高知

2016年5月16日

高知大16連覇 サッカー全日本大学四国予選

高知大学サッカー部

高知

高知大学サッカー部

高知

高知大学

読売

2016年5月15日
2016年5月15日

高知大 今年も全国 サッカー全日本大学四国予選
愛媛破り決勝へ
フィンケさん 小学生ら指導
南国でサッカー教室

愛媛新聞

2016年5月15日

スポーツ選手育成語る フィンケ氏らパネル討論

高知大学

高知

2016年5月15日

土佐ＦＢＣが開講

高知大学

読売

2016年5月14日

熊本地震 現地調査 高知でも液状化注意
高知大防災推進センター17日に報告会

高知大学防災推進センター

毎日

2016年5月14日

「食のプロ」目指せ 土佐ＦＢＣ 51人で開講

高知大学

高知

2016年5月13日

高知大学医学部健康よろず相談

高知大学医学部附属病院整形外科 岡上裕介助教

高知

2016年5月13日

女性警察官が護身術を伝授 高知大・女子学生に

高知大学

朝日

2016年5月13日

ネパール復興への奨学金 県山岳連盟・刈谷さん創設

高知大学元留学生 ハリー・バハズール・ケーシーさん

高知

2016年5月12日

女子大生 護身術学ぶ 高知大で防犯教室

高知大学

高知

2016年5月12日

サッカーの楽しさ子供たちに
元Ｊ１浦和レッズ監督 知事にアドバイス

2016年5月11日

フィンケ氏 小中生に助言 四万十町「足りないものに目を」

高知大学 脇口学長
川田尚弘サッカー部監督
高知大学
高知大学サッカー部

2016年5月10日

独サッカー指導者 知事訪問 フィンケさん高知大シンポで来日

高知大学

読売

2016年5月10日

「サッカーの魅力伝える」 フィンケ氏知事に抱負

高知大学
高知大学サッカー部 川田監督

高知

2016年5月10日

続いきものがかりより
クロヨシノボリ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年5月9日

「ごめん」聖地で叫ぶ 南国市32人が重い披歴

高知大学留学生 ビルンドゥ・オシンディさん

高知

2016年5月9日

児童発達支援県東部でも 初の拠点田野町に

高知大学地域協働学部 内田純一教授

高知

2016年5月9日

高知のスポーツ語ろう フィンケ氏（Ｊ１浦和元監督）招きシンポ
高知大 地域協働の一環

高知大学地域連携推進センター

高知

2016年5月9日

新聞を読んで 美しいネーミング

高知大学

高知

2016年5月8日

高知大地域協働学部 県出身新入生 異例4割超

高知大学地域協働学部

高知

2016年5月7日

慕南展（高知大学特美ＯＢ展）

高知大学

高知

2016年5月7日

第10回土佐学大会

高知大学 鈴木堯士名誉教授

高知

2016年5月7日

熊本・大分地震 注目集める中央構造線
波及の兆候ないが 識者「注意が必要」

高知大学防災推進センター 岡村眞特任教授
理学部 松岡裕美准教授

2016年5月4日

はだしで爽快1615人が駆ける 黒潮でマラソン大会

高知大学大学院生（留学生） ビルンドゥ・オシンディ

朝日

2016年5月4日

1615人砂浜快走 黒潮町はだしマラソン

高知大学大学院生（留学生） ビルンドゥ・オシンディ

高知

2016年5月4日

高知大「特美」OB結集

高知大学教育学部特設美術工芸課程OB

高知

2016年5月3日

四国健康ナビ 吸入薬の正しい使い方

高知大学医学部附属病院薬剤部 船戸裕樹

毎日

2016年5月2日

高知大3位 工科大5位 全日程終了 愛媛大が完全優勝

高知大学硬式野球部

高知

2016年5月2日

高知大3位終了 高知工科大5位 春季四国六大学野球

高知大学硬式野球部

朝日

2016年5月2日

所感雑感 高知城歴史博物館 開館準備に寄せて

高知大学 秋澤繁元教授

高知

2016年5月1日

病院の実力 高知編99 補聴器

高知大学医学部附属病院

読売

2016年5月1日

四国六大学野球リーグ 高知大、工科大ともに敗れる

高知大学硬式野球部

高知

2016年5月1日

就職ガイダンスに100人 高知市

高知大学学生

高知

毎日
高知

大分合同新聞

