
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

2017年1月1日 四国の大学　人材確保へ「地域貢献」 高知大学 読売

2017年1月1日 地域を翔る　大学の挑戦　①　高知大　えんむすび隊 えんむすび隊 読売

2017年1月1日 高知の川　よみがえる　水質４０ねんで　劇的改善 農学部　藤原拓教授 高知

2017年1月1日 流域住民「再生」実感　仁淀川　環境回復へ長い営み 農学部　藤原拓教授 高知

2017年1月4日 高新大賞に岡村特任教授（高知大（　過去の巨大津波解明 防災推進センター　岡村眞特任教授 高知

2017年1月4日
第24回高新大賞　岡村眞・高知大特任教授
地層の地震史読み解く　前例ない研究「高知だからできた」

防災推進センター　岡村眞特任教授 高知

2017年1月5日 1月トークcafé 学生団体「コンパス」代表　岩瀬誠司さん 高知

2017年1月6日 地域を翔る　大学の挑戦　⑤　四万十川　ノリ安定収穫 総合研究センター海洋生物研究教育施設 読売

2017年1月6日
地域カンファレンスin高知
認知症の人の思いから始めるまちづくり

医学部家庭医療学講座　阿波谷敏英教授 高知

2017年1月6日 [高知大学医学部健康よろず相談]　ストレートネック　治療法は
医学部附属病院　リハビリテーション部
永野靖典助教

高知

2017年1月6日 高知ジュニアオーケストラ　団員募集 前田　克治准教授 高知夕刊

2017年1月7日
高新大賞　県民の防災意識高める　岡村特任教授（高知大）を
表彰

防災推進センター　岡村眞特任教授 高知

2017年1月7日 [出放題]高新大賞に岡村特任教授 岡村特任教授 高知夕刊

2017年1月7日 高知大・元田　Ｊ２水戸入り サッカー部　元田　龍矢さん 高知

2017年1月7日 続いきものがかりより　オキヒイラギ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年1月8日 高新大賞に岡村眞特任教授 防災推進センター　岡村眞特任教授 高知

2017年1月8日 [社説]よりよい社会目指そう　成人の日 高知大学 高知

2017年1月8日 病院の実力　血液がん 医学部附属病院 読売

2017年1月9日 新成人の誓いは　高知市会場 留学生　アマンダ・ティアラ・レズキさん 高知

2017年1月9日
地域カンファレンスin高知
認知症の人の思いから始めるまちづくり

医学部家庭医療学講座　阿波谷敏英教授 高知

2017年1月10日 難民問題考える　あす高知大で講演会 国際連携推進センター 高知

2017年1月11日 県推進協が実践校募集 藤田詠司教育学部長 高知

2017年1月11日 四国WAY　胎動ニューパワー④　　研究・開発　軽快に広く 農林海洋科学部　松川和嗣准教授 日経

2017年1月11日 110番の日にイベント　一日署長にミス高知大学　高知南署 学生　山下耀子さん 高知

2017年1月11日 高知大生らが労働者冊子　ブラック企業に負けるな 人文学部4年　岩崎和雄さん 高知

2017年1月11日 [短波]高知大生らが労働問題の冊子 高知大学　学生 高知夕刊

2017年1月11日 [広告]第10回高知県がんフォーラム

医学部附属病院
小林道也がん治療センター長
杉本健樹乳腺センター長
泌尿器科学講座　井上啓史教授

高知夕刊

2017年1月11日 第88回消費税（付加価値税ＶＡＴ）先進国視察２ 松岡宣明非常勤講師（人文学部） 朝日

2017年1月12日 実践指定校を県推進協募集 藤田詠司教育学部長 読売

2017年1月12日 金の夢に向かいジャンプ　走り幅跳び高知県記録５Ｍ０４ 教育学部附属小学校　山中柚花さん 高知
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2017年1月13日 運営費交付金増　高知大など41大学　国立大への再配分 高知大学 高知

2017年1月13日
[方丈の記]編集委員回し書き　その121　高知の教育相談を
作った男

元高知大学附属小学校教諭　中岡和夫さん 高知

2017年1月13日 県内冷え込む　受験生注意　今週末　積雪、路面凍結の恐れ 入試課 高知夕刊

2017年1月14日
2016年度高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース卒
業制作展

高知大学 高知

2017年1月15日
「森林鉄道からゆずロードへ」　中芸の日本遺産推進協　申請ス
トーリー決定

赤池慎吾特任講師 高知

2017年1月15日 障害者、大学生が交流　京町音楽祭　楽器作りなど
学生団体「コンパス」
代表　岩瀬誠司さん、　1年　井上日南子さん

毎日

2017年1月16日 男子一部単　藤井が制す バトミントン部 高知

2017年1月17日 トップに聞く　高知県室戸市 高知大学 日経

2017年1月17日
19日から県展若手選抜展　香美市立美術館30代以下51人が52
点

学生　竹村香名子さん 高知

2017年1月17日 続いきものがかりより　クロシタナシウミウシ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年1月18日 池原と伊藤　2部単制す　バドミントン　県一般春季選手権 バドミントン部　池原さん　伊藤さん 高知

2017年1月18日 [In focus innovation]　Disaster spawns industry 防災推進センター　岡村眞特任教授
Ｔｈｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ
（アラブ首長国

連邦）

2017年1月18日 [ぴーぷる]　自作の歌で安心な街を 卒業生　森岡千春さん 高知

2017年1月19日 国立大運営費交付金の再配分　目標設定の妥当性評価 高知大学 読売

2017年1月19日 林鉄とユズの物語　承認　中芸5町村　日本遺産に申請へ 高知大学 高知

2017年1月19日 ただ今　修行中　446人目　桂浜水族館広報 卒業生　前田将吾さん 高知

2017年1月19日 29日「在宅医療・介護」の市民公開講座
医学部・附属病院事務部学生課がんプロ担
当

高知

2017年1月20日
脳性まひ　さい帯血で治療　研究本格化　高知大　民間バンクと
協力

高知大学
相良輔特任教授

読売

2017年1月20日 がん闘病中　西村医師講演 医学部 高知

2017年1月20日 [高知大学医学部健康よろず相談]　脊柱管狭窄症　急に激痛 医学部附属病院　整形外科　喜安克仁助教 高知

2017年1月20日 年頭所感 脇口学長
中四国医事

新報

2017年1月20日 急性腎障害　診療ガイドライン　作成の夢かなう
医学部内分泌代謝・腎臓内科学講座　寺田
典生教授

中四国医事
新報

2017年1月22日 県アンサンブルコンテスト　四国大会へ12団体 高知大　金管八重奏 朝日

2017年1月22日
2016年度高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース卒
業制作展

高知大学 高知

2017年1月23日 「うりゃー」高知大生ら寒中水泳 高知大学 朝日

2017年1月23日
健康祈願に寒中水泳　高知大で学生ら40人
模範水泳やゲーム楽しむ

高知大学 毎日

2017年1月23日 高知大で寒中水泳 高知大学 高知

2017年1月23日 プール飛び込み　伝統の寒中水泳　高知大部員ら 高知大学 読売

2017年1月23日
空きスペース活用策を　四万十市の東下町商店街
高知大、中村高とコラボ

地域協働学部学生 高知

2017年1月23日 労働　法律知識や相談先紹介　労福協、大学などに無料配布 高知大学生 朝日
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2017年1月23日 国公立大2次試験　願書受け付け開始　県内3大学も 高知大学 高知夕刊

2017年1月24日
土佐同友会　交流、移住増の機能を　県市新図書館　西敷地活
用で提言

地域協働学部学生 高知

2017年1月24日
2016年度高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース卒
業制作展

高知大学 高知

2017年1月24日 続いきものがかりより　マキトラノオガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年1月25日
4年間の集大成19点　29日まで　高知大卒業制作展　県立美術
館

教育学部生涯教育課程芸術文化コース 高知

2017年1月25日
2016年度高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース卒
業制作展

高知大学 高知

2017年1月25日 森林鉄道「日本遺産」申請 高知大学 読売

2017年1月25日 「DASH村」元制作者が講演　29日高知市 高知大学 高知

2017年1月25日 子どもら雪合戦に夢中　高知時点　1987年1月13日 附属小 高知

2017年1月26日
旧陸軍建物　保存へ要望　弾薬庫・講堂地元団体ら「貴重な戦
争遺跡」

高知大学 読売

2017年1月26日
「貧困の連鎖断とう」　高1生と意見交換　高校向け啓発書作成
へ

学生団体「からふるカンパ二ー」 高知

2017年1月26日 高知大生防災グッズ開発　避難時に携帯「東日本」の証言反映 学生団体「防災すけっと隊」 高知

2017年1月27日 ブラジルに中核病院を　高知大医学部が医療支援
医学部附属病院
菅沼成文副学長　消化器内科　水田洋医師

高知

2017年1月27日 [講演会]在宅がん医療講演会 医学部 朝日

2017年1月27日 公開講座「職場での地震防災」
防災推進センター　岡村眞特任教授
地域協働学部　大槻知史准教授

読売

2017年1月27日
2016年度高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース卒
業制作展

高知大学 高知

2017年1月28日
国公立大２次中間集計　志願倍率　微減0.9倍
新設の高知大理工人気

高知大学 高知

2017年1月28日 国公立大入試出願状況　27日午前10時現在　文部科学省集計 高知大学 毎日

2017年1月28日 国公立大入試出願状況 高知大学 朝日

2017年1月28日 国公立大入試出願状況 高知大学 読売

2017年1月28日 国公立大入試出願状況 高知大学 産経

2017年1月28日
2016年度高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース卒
業制作展

高知大学 高知

2017年1月29日 第47回高知大学書道部ＯＢ展 書道部ＯＢ 高知

2017年1月30日 社会のビオトープ考えた　高知市「DASH村」企画者講演 理学部　石川慎吾教授 高知

2017年1月30日 高知大留学生がカツオのたたき作り 留学生 高知

2017年1月30日 [所感雑感]山の家とさようならをして 附属小学校 高知

2017年1月31日 シカ食害対策　10年で成果　専門家集団緑再生けん引 石川慎吾教授 高知

2017年1月31日 続いきものがかりより　タイリクバラタナゴの子ども 町田吉彦名誉教授 高知
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