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8月31日

野村が3連覇 スポチャン 全日本

高知大学 学生 加藤広也さん

高知

2016年8月31日

高知大全国へ サッカー 西日本医科学生総合体育大会

高知大学医学部サッカー部

高知

2016年8月31日

柔道・和田道場三十余年で幕

高知医科大学（現高知大学医学部）

高知

2016年8月31日

日本とケニアの懸け橋に 高知大に留学の2人

2016年8月31日

[聞く]公開講演会「知の還流～地を知る。教養の原点」

2016年8月31日

JICA事業受託 檮原町と高知大 「蛇籠」技術で復興支援

高知大学

毎日

2016年8月30日

続いきものがかりより ナツモモ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年8月30日

守れ四万十川アオノリ 漁業、市、高知大10月から栽培

高知大学海洋生物研究教育施設 平岡雅規准教授
卒業生 辻祐人さん

高知

2016年8月30日

嶺北で食品の基礎学ぼう 土佐ＦＢＣ受講生募集

高知大学土佐ＦＢＣ

高知

2016年8月29日

四国六大学野球リーグ 工科大が勝ち点

高知大学硬式野球部

高知

2016年8月28日

四国六大学野球リーグ 高知大、工科大初戦は敗れる

高知大学硬式野球部

高知

2016年8月28日

[学ぶ]都道府県がん診療連携拠点病院 第11回市民公開講座

高知大学医学部

高知

2016年8月27日

高知レックリングハウゼン病友の会発足20周年記念講演会

高知大学医学部 佐野栄紀教授

高知

2016年8月27日

2メートル超オナガウツボ 県内2例目

高知大学理学部 遠藤広光教授 町田吉彦名誉教授

高知

2016年8月26日

エイズ長期療養へ連携 高知市中四国拠点病院が協議

高知大学医学部附属病院 中村美保看護師

高知

2016年8月26日

県内医学生40人がへき地実習 患者と家族支える医療を

高知大学医学部学生

高知

2016年8月26日

憲法そもそも研究会vol.6 「改憲」ってどうやるの？

高知大学 岡田健一郎准教授

高知

2016年8月25日

第8回市民公開講座 慢性腎ぞう病（ＣＫＤ）対策～あなたの腎ぞう大丈
夫？～

高知大学医学部 寺田典生教授、山崎直仁講師

高知

2016年8月24日

語学堪能ポリス 活躍中 はりまや橋交番に３警官

高知大学卒業生 林公美さん

高知夕刊

2016年8月24日

木村久夫没後70年 有田芳生氏が講演

高知大学同窓会組織南溟会

高知

2016年8月24日

小中学生 土砂災害考える

高知大学 笹原克夫教授

読売

2016年8月23日

続いきものがかりより イソニナ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年8月23日

四国六大学野球リーグ 高知大が勝ち点

高知大学硬式野球部

高知

2016年8月23日

[こみゅっと] ＮＰＯ法人明日への絆 8月定例会

高知大学 森惟明名誉教授

高知

2016年8月23日

[四国健康ナビ] 治療法が大きく変わった腎がん

高知大学医学部附属病院泌尿器科 辛島尚講師

毎日

2016年8月22日

[高知ほっと情報]歌とピアノ演奏会

高知大学教育学部卒業生 岡本光世さん

高知

2016年8月22日

糖尿病こども患者交流 香美市でキャンプ 健康管理方法学ぶ

高知大学学生

高知

2016年8月21日

四国六大学野球 工科大先勝 高知大下す

高知大学硬式野球部

高知

2016年8月21日

西澤保彦さん著「方舟は冬の国へ」 復刊し全国販売
高知市の書店員が起案

元高知大学助手 西澤保彦さん
高知大学卒業生 山中由貴さん

高知

2016年8月21日

日高村オムライス街道 トマトの神様ＰＲ

高知大学生

高知

2016年8月21日

高知地震新聞 有間で斜面大崩壊

高知大学 笹原克夫教授

高知

2016年8月19日

最低賃金715円に 県内、全国最低改善

高知大学 中川香代教授

毎日

2016年8月19日

方丈の記その１１１ 高知大サッカー 野地マジック38年の軌跡

高知大学サッカー部 野地照樹総監督

高知

2016年8月19日

高知大学医学部健康よろず相談 聞こえに違和感

高知大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 小林泰輔准教授

高知

2016年8月19日

山崩れ 雨の降り方で違い 22日から高知市で地すべり学会
岡村特任教授ら県民向け講演会

高知大学 笹原克夫教授

高知

2016年8月18日

読もっか 探検隊

高知大学農学部通信所跡

高知

2016年8月18日

サッカー元田（高知大）特別指定に Ｊ２水戸が受け入れ

高知大学4年 元田龍矢さん

高知

2016年8月18日

最低賃金22円上げ答申

高知大学 中川香代教授

読売

2016年8月18日

ＮＰＯ法人明日への絆 8月定例会「森惟明先生の介護予防について学ぶ」 高知大学 森惟明名誉教授

高知

2016年8月17日

[とさトピ]20日に物部川で一斉清掃

高知大学 依光良三名誉教授

高知

2016年8月17日

平和の尊さ 県内の子どもに 女性教員ら出前授業

高知大学 中川芙佐非常勤講師

高知

2016年8月16日

甲子園で音楽を力に 明徳応援バンド奮闘

高知大学附属中学校卒業生 岩目地萌華さん

高知夕刊

2016年8月16日

「顔はアジ 背中はサバ」 浦戸湾に"珍客"グルクマ

高知大学 遠藤広光教授 町田吉彦名誉教授

高知

留学生 ジエフリ・ムワンギさん、ビルンドゥ・オシンディさ
ん
理学部 田部井隆雄教授
人文社会科学部 津野倫明教授

岡村眞特任教授

高知
高知

新聞で報道された高知大学
2016年8月16日

続いきものがかりより ヒメベンケイガニ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年8月16日

中芸地域推進協 林鉄 日本遺産化へ部会

高知大学 赤池慎吾特任講師

高知

2016年8月16日

地域の将来考える 高知大出前講座 香南市参加者募集

高知大学 受田浩之副学長 中澤純治准教授、赤池慎吾
任講師、黒笹慈幾特任教授

2016年8月16日

「過去から学んでほしい」 「草の家」副館長岡村啓佐さん

高知大学大学院2年 横川和音さん

毎日

2016年8月15日

風鈴電車「涼」乗せ出発 高知児童ら絵付け20個装飾

高知大学附属小学校4年 山中さん

読売

2016年8月13日

よさこい 金賞の舞披露

高知大学3年 泉さん

毎日

2016年8月13日

夢気分「よさこい」閉幕

高知大学医学部6年 富田さん

読売

2016年8月12日

「レックリングハウゼン病」知って

高知大学医学部皮膚科 佐野栄紀教授

高知

2016年8月12日

難病の学習・交流会

高知大学医学部老年病・循環器内科 山崎直仁准教授

高知

2016年8月11日

高知市でもアオノリ 陸上養殖 本格出荷へ

高知大学海洋植物学研究室

高知

2016年8月11日

よさこい 煮えてる～ 南溟寮ドタバタ

高知大学南溟寮、日章踊り子隊

高知

2016年8月10日

漫画を彫刻で立体化 高知市でコラボ展

高知大学 卒業生 正木秀尚さん

高知

2016年8月10日

[短信]県勢5人入賞 スポチャン松山市大会

高知大学 加藤広也さん、沢田真帆さん
附属小学校 中平碧さん

高知

2016年8月9日

続いきものがかりより ハモ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年8月9日

バリアフリーマップ 高知大学生団体が制作

高知大学学生団体コンパス

毎日

2016年8月8日

よさこい祭り出場チーム

・青ノ春（高知大ＯＢ、ＯＧ）
・学生団体コンパスよさこいチーム叢雲
・学生よさこいチーム～粋恋～
・高知大学医学部よさこいチーム毉－KUSUSHI－
・高知大学南溟寮
・高知大学よさこいエイサーサークル南風～ぱいかじ～
・旅鯨人
・日章踊り子隊
・よさこいチーム炎～ほむら～

高知

2016年8月8日

病院の実力 高知編102 肺がん

高知大学医学部附属病院

読売

2016年8月7日

高知大 明大に１－３ 全日本大学サッカー 先制及ばず

高知大学サッカー部

高知

2016年8月7日

踊り子の夏いよいよ

高知大学学生団体コンパスよさこいチーム叢雲

毎日

2016年8月6日

まど・みちおの世界知る 香美市の絵本館 絵や創作ノート展示

高知大学4年 吉田さん

高知

2016年8月6日

林鉄 日本遺産化へ結束 中芸地域 官民推進協発足

高知大学 赤池慎吾特任講師

高知

2016年8月5日

全日本大学サッカーあす開幕
高知大 初戦は明大

高知大学サッカー部

高知

2016年8月5日

[高知大学医学部健康よろず相談]
顎関節症の治療を

高知大学医学部歯科口腔外科 山本哲也教授

高知

2016年8月5日

[鼻の日8月7日に寄せて] 慢性副鼻腔炎

高知大学医学部耳鼻咽喉科 小森正博講師

高知

2016年8月5日

木浦大教授ら 土佐町を視察 地域福祉学ぶ

高知大学地域協働学部 玉里恵美子教授

高知

2016年8月5日

福祉避難所開設や運営 南海地震備え机上訓練

高知大学地域協働学部 大槻知史准教授

朝日

2016年8月4日

シニア移住促進策公表 高知県「お試し」や交流支援

高知大学 受田浩之副学長

日経

2016年8月4日

林鉄 日本遺産向け推進協 中芸5町村 住民団体などあす設立

2016年8月2日

[こみゅっと] スペイン料理教室

2016年8月2日

みなとまつり写生で表彰 高知市役所

高知大学附属小学校2年 森さん

高知

2016年8月2日

続いきものがかりより シロスジベニオウギガニ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年8月2日

シマフクロウとタンチョウの営巣地 他の野鳥にも優しい環境

高知大学

2016年8月1日

県勢、決勝Ｔならず
文部科学大臣杯 小・中学校囲碁団体戦 全国大会

高知大学教育学部附属小学校

産経

2016年8月1日

合唱コンクール 9団体が四国大会へ

高知大学合唱団、高知大学附属中学校

高知

2016年8月1日

吹奏楽コンクール 県大会 5団体が四国大会へ

高知大学附属中学校

高知

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 サッカー部

読売

2016年8月1日
2016年8月1日
2016年8月1日

高知Ｕ 初の天皇杯へ
県予選決勝 高知大に2-1
サッカー 天皇杯県予選 高知大の14連覇阻止
高知Ｕ逆転 守り勝つ
高知ユナイテッド 初Ｖで天皇杯へ 県サッカー選手権

高知大学
高知大学 黒笹慈幾特任教授
元高知大学教育学部附属特別支援学校非常勤講師 堅
田幸子さん

高知新聞

高知
高知

北海道

