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6月30日

[話題]制服と演説

高知大学生

2016年6月30日

[論壇時評] 21世紀型選挙へ 人との対話が「回路」ひらく

遠藤晶久講師

朝日

2016年6月29日

頭本（高知大）が女子Ｇチャンピオン スポチャン学生大会

高知大学学生 頭本紗樹さん、沢田真帆さん

高知

2016年6月29日

[18歳の一票]土佐の大人はこう思う 議論せよ、自立せよ

高知大学サッカー部 野地照樹総監督

高知

2016年6月29日

文書作成パソコン実技ワード検定12歳で満点「楽しんでたら結果で
た」

高知大学教育学部附属小学校６年 三宮さん

2016年6月28日

続いきものがかりより ヨメガカサ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年6月28日

園児ら100人 ナス収穫体験 芸西村

高知大学附属幼稚園

高知

2016年6月28日

四国健康ナビ 「レビー小体型認知症」とは

高知大学医学部神経内科学教室 古谷博和教授

毎日

2016年6月28日

迫る伊方再稼働 中央構造線に「想定外」ないか

高知大学防災推進センター 岡村眞特任教授
高知大学理学部 松岡裕美教授

高知

2016年6月28日

関勉さん講師に天文学ぶ 高知市３小でテレビ授業

高知大学教育学部附属小学校

2016年6月27日

酒飲みは大海原 「大酒」禁酒令で罰金 長宗我部元親と酔っ払い

高知大学人文社会科学部 津野倫明教授

毎日

2016年6月26日

高校生 理想の商店街探る 高知大体験型授業に参加

高知大学地域協働学部

高知

2016年6月25日

へき地教育高知から"輸出" 途上国 複式授業に関心

高知大学教育学附属小学校
高知大学国際連携推進センター 新納宏教授

高知夕刊

2016年6月24日

謎の構造物「元親波止」 大潮干潮時のみ出現

高知大学 津野倫明教授

高知夕刊

2016年6月24日

[方丈の記 編集委員回し書き]県大・田中教授（社会保障論）に聞く 高知大学元教職員 高知県立大学田中教授

2016年6月24日
2016年6月24日

県緑の環境会議30周年記念シンポジウムー木材市場の変化の中
で、どうなるどうする苦境の林業―
高知大学医学部健康よろず相談
偽痛風で手足のむくみがつらい

高知夕刊

高知夕刊

高知夕刊

高知

高知大学 川田勲名誉教授

高知

高知大学医学部附属病院 整形外科 泉仁助教

高知

高知大学医学部医学教育創造・推進室 藤田博一准教授

高知

2016年6月23日

地域と大学を結ぶ会

2016年6月23日

地方消滅 食い止め考える 日本創成会議・増田氏 学生に向け講
高知大学
演

読売

2016年6月22日

地方創生へ「地域」学部 国立大、今春 新たに5つ

高知大学地域協働学部

日経

2016年6月21日

続いきものがかりより ロクセンスズメダイ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年6月20日

合区両県 県民性は？ 「楽観」高知「堅実」徳島

高知大学地域協働学部 大槻知史准教授

2016年6月20日

留学生ら狂言堪能 香南市 弁天座で鑑賞会

高知大学 留学生 シャルマ・スバーナさんほか

高知

2016年6月20日

25日に林業の現状を考えるシンポ

高知大学 川田勲名誉教授

高知

2016年6月20日

向原寛さんを悼む 県合唱連盟顧問 柳井卓

高知大学 向原寛名誉教授

高知

2016年6月20日

高知城博物館に研究顧問 米大学教授ら３人予定

高知大学元留学生 カルフォルニア州立大学ルーク・ロバーツ教授

高知

2016年6月20日

18歳の一票 悩める県内教育現場中 中立って何？教員困惑

高知大学教育学部 藤田詠司学部長

高知

2016年6月19日

尺八 ピアノと共演 遠藤さん（高知大卒）きょうも

高知大学卒業生 遠藤頌豆さん

高知

2016年6月17日

高知大 四国初の凍結療法 腎臓がん 凍らせて破壊

高知大学医学部附属病院

高知

2016年6月17日

高知市議会 防災活動に大学生派遣 自主防組織率アップ促進

高知大学 学生

高知

2016年6月17日

大月町 議会 町防災・減災アドバイザーを委託

高知大学 原忠教授

高知

2016年6月16日

合区の18歳選挙権 メッセージ届けたい

高知大学人文学部２年 片岡さん

朝日

2016年6月15日

[聞く]地域と大学を結ぶ会

高知大学医学部医学教育創造・推進室 藤田博一准教授

高知

高知大学医学部附属病院

高知

高知大学医学部附属病院小児科

高知

2016年6月15日

2016年6月14日

続・眠れぬ母たち 成長編８
音十愛11歳 奇跡の笑顔 全盲・重複障害を生きる17
夫が休職 またピンチ
続・眠れぬ母たち 成長編７
音十愛11歳 奇跡の笑顔 全盲・重複障害を生きる16
「これで終わりか・・・」

高知夕刊

2016年6月14日

続いきものがかりより シオマネキの争い

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年6月10日

高知大学医学部健康よろず相談
体が緊張して、いつも汗をかく

高知大学医学部附属病院 呼吸器外科 穴山貴嗣講師

高知

2016年6月10日

合区を語る 若者 高知

「Our Vote, Our Voice!」 高知大学学生参加

読売

2016年6月9日
2016年6月8日

減災現場から 非常持ち出しセット講習 高知大 食べ物、入れ物な
高知大学学生団体「防災すけっと隊」
ど
高知大学地域協働学部 大槻知史准教授
防災 若者が活動報告 高知でシンポ「地域の力」考える
高知大学3年 岩瀬さん

読売
朝日

2016年6月8日

混合診療拡大へ相談窓口 高知大病院など63箇所

高知大学医学部附属病院

高知

2016年6月7日

続いきものがかりより ヨコヤアナジャコ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年6月6日

田んぼアートに挑戦 本山町100人が苗植え付け

高知大学学生

高知

2016年6月6日

遠藤頌豆（高知大卒）コンサート 尺八と本朗読を融合

高知大学卒業生 遠藤頌豆さん

高知

2016年6月5日

防災へ若者の参加必要 高知 南海トラフ対策シンポ

高知大学地域協働学部 大槻知史准教授
高知大学3年 岩瀬さん

読売

高知大学学生 掛水さん

高知

高知大学医学部 阿波谷敏英教授、医学部学生

朝日

2016年6月4日
2016年6月4日
2016年6月3日
2016年6月3日
2016年6月2日

お願いにゅーすけ 田植えに行ってきたにゅ～！奈半利町米ヶ岡地
区でコメづくり体験
地域に根差す医療者に 馬路で「家庭医道場」
高知大教授 信頼得る大切さ説く
代謝物心の変化を ＡＳＤ診断に活用 高知大 バイオマーカー利用
に期待
山田高で「ゆず姫」上映
高知大生 撮影の苦労語る
声 ひろば
教育実習の思い出

高知大総合科学系複合領域科学部門 蒲生啓司教授

科学新聞

高知大学サークル21.

高知

高知大学卒業生 平哲也さん

高知
高知夕刊

2016年6月1日

オーボエの魅力披露 脇岡（高知大学名誉教授）が教え子らと

高知大学 脇岡総一名誉教授

2016年6月1日

防災リーダー 大学が育てる

高知大学

日経

2016年6月1日

移住者歓迎 運動で交流 いの町で「高知家の入学式」

高知大学学生

高知

