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2017年10月1日 新聞音楽コン入賞者公演　入来田さん（高知大）演奏　川崎市 4年　入来田莉子さん 高知

2017年10月1日 四国六大学入れ替え戦　野球　高知大　残留へ先勝 硬式野球部 高知

2017年10月2日 高知大一部残留 硬式野球部 高知

2017年10月3日 高知大学長候補に2氏　現職任期満了　30日に選出 高知大学 高知

2017年10月3日
黒潮実感センター　最高賞　生物多様性アワード「里海づくり」高評
価

石筒覚准教授 高知

2017年10月3日 八畝の自然、暮らし体験　大豊町　農作業、演劇で魅力発信 学生 高知

2017年10月4日
軍事要塞化する沖縄追う　「標的の島　風かたか」　12月まで県内
13会場で上映

学生 高知

2017年10月4日 高知大　西日本へ 軟式野球部 高知

2017年10月5日 朝倉城跡にふき石遺構　高知大発掘調査で確認 宮里修講師、学生 高知

2017年10月6日
膀胱がん発見　保険適用　高知大・光線力学診断　医師主導治験
実る

泌尿器科学教室、執印太郎理事（研究・医
療担当）、花崎和弘光線医療センター長

高知

2017年10月7日 [土佐あちこち]八畝のアート 高知大生 高知

2017年10月7日 [いきものだいすき]クロヘリアメフラシ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年10月9日 [支局長からの手紙]　日本遺産と爺POP
地域連携推進センター　赤池慎吾特任講
師

毎日

2017年10月11日 四国4国立大、JＲと観光振興 高知大 日経

2017年10月12日 高知の選択上　2017衆院選　若者の声
学生団体「高知大学防災すけっと隊」代表
松岡　明里さん
「PEDAL」創設メンバー　片岡　彩さん

毎日

2017年10月12日 第14回健康まつり 医学部歯科口腔外科　笹部衣里先生 高知

2017年10月13日 高知県医師会　県民健康フォーラム2017　ピロリ菌ってなに？ 医学部消化器内科学　水田洋助教 高知

2017年10月14日
主権者教育　効果大！？　昨年の参院選　高知市　高校生の投票
率53%

遠藤晶久講師 高知

2017年10月14日 原型は花取踊か　観客意識し変化 井出幸男名誉教授 高知

2017年10月14日 71県展　新人賞ギャラリー 3年　岩貞侑佳さん 高知

2017年10月14日 [いきものだいすき]はんしょく期のトビハゼ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年10月15日 17衆院選 高知　「回復」を問う　アベノミクス下の地域経済下 人文社会科学部　岩佐和幸教授 高知

2017年10月15日 衆院選2017　「間違った選択」恐れず 人文社会科学部　遠藤晶久講師 読売

2017年10月15日 衆院選で聞いてみました「だから私は投票に・・・」 学生 高知

2017年10月15日 四国六大学野球　最多盗塁に名嘉真（高知大） 硬式野球部　名嘉真大希野手 高知

2017年10月16日 森林破かいによって・・・ 附属小6年　松下さん 高知

2017年10月17日 高知新聞「新聞と読者」委員会　過疎地の課題　より深く 地域協働学部　玉里　恵美子教授 高知

2017年10月18日 四万十市で生涯学習　高知大が出前講座

高知大学
人文社会科学部　上野智子教授、津野倫
明教授、後藤拓也准教授
農林海洋科学部　島村智子准教授
地域協働学部　石筒覚准教授

読売

2017年10月18日 第14回健康まつり 医学部歯科口腔外科　笹部衣里先生 高知

2017年10月18日 巨大津波跡　研究を視察　高知大　岡村名誉教授が解説　土佐市 岡村眞　名誉教授 高知

2017年10月19日
ただ今修行中485人目　「とさけんぴ」アテンド　キャラの魅力引き
出す

教育学部卒業生　高橋　粧子さん 高知

2017年10月19日
[論考2017]総選挙が問う有権者の行動/無定見は政治家だけか
根拠なき「集合知」待望

遠藤晶久（講師）

沖縄タイムス
11/7河北新報
（共同通信配

信）
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2017年10月20日 日本公庫　3200万円融資　県内初　高知大ベンチャーに
農林海洋科学部農芸化学科長　金哲史教
授

毎日

2017年10月20日 スズメバチ　忌避剤開発　高知大発企業に融資　日本公庫 農林海洋科学部　金哲史教授 日経

2017年10月20日 脳腫瘍　PETで発見　県内初　高知大が新検査 医学部附属病院 高知

2017年10月21日 高知新聞防災プロジェクト　いのぐ　まず、まちの将来像考えて
防災推進センター副センター長　原　忠教
授

高知

2017年10月21日 [ひと]　「幻の高級魚」サツキマス養殖に成功　酒井　敦巳さん 高知大学 産経

2017年10月21日 [いきものだいすき]　黒潮町のシオマネキ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年10月22日 貧困の背景学ぶ　東京のＮＰＯがセミナー 高知大生 高知

2017年10月24日
高知大学農林海洋科学部教養講座　高知県特産の和牛～土佐あ
かうしについて～

高知大学農林海洋科学部 高知

2017年10月24日
「日本遺産」弾み　中芸活性化　田野町でシンポ　林鉄とユズ　どう
生かす

地域連携推進センター　赤池慎吾特任講
師

高知

2017年10月25日 時評　論壇「保守」とは何か　米国追従政策への批判 遠藤晶久（講師）
北海道・東京・
中日・西日本

2017年10月26日 カツオ資源回復へＨＰ　県民会議　漫画「一本釣り」活用 受田浩之副学長 高知

2017年10月26日
産官学でカツオ　考える　来月、シンポ　市民の参加呼び掛け　県
民会議

受田浩之副学長 毎日

2017年10月26日 幻の魚　サツキマス養殖 高知大学 読売

2017年10月26日 [投書]便利なものでも欠点が・・・ 附属小6年　永沢さん 高知

2017年10月26日 [ただいま修行中486人目]　学芸員　絵金の絵本作りたい 理学部卒業生　吉川琴子さん 高知

2017年10月27日 独大使「海外出て学べ」　高知大で講演150人にエール 高知大学 高知

2017年10月27日 第6回四国ジビエグルメフェスタ 地域協働学部　学生 朝日

2017年10月27日 企画展「地球×ちきゅう」 高知大学　教授 高知

2017年10月27日 高知市　高３投票率55% 衆院選　市全体を9ポイント上回る 遠藤晶久講師 高知

2017年10月27日 県功労者
元高知大学医学部附属病院副臨床検査
技師長　土居　忠文さん

高知

2017年10月27日 県内企業の魅力知って　中小19社　高知大生と交流 高知大学 高知

2017年10月27日 [経済ロビー]選ばれる仕掛けを 卒業生　前田みかさん 高知

2017年10月27日 [シリーズ　地域医療を考える]　「ロコモ」ってどんな病気？ 医学部附属病院整形外科　岡上裕介助教 毎日

2017年10月27日 [皮膚の日に寄せて]　アトピーしっかり保湿を 医学部皮膚科　中島喜美子准教授 高知

2017年10月27日 [投書]　限界を超える楽しさ 附属小6年　田村さん 高知

2017年10月28日 [いきものだいすき]　ウミニナ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年10月29日 [おきゃくトーク]　貫いた正しさに感激
卒業生　藤原　義一さん（平和資料館・草
の家　学芸員）

毎日

2017年10月30日 竹下病院70周年記念講演
医学部老年病・循環器内科学　北岡裕章
教授

高知
(夕刊)

2017年10月30日 [論壇誌10月]　総選挙　与党圧勝後の政治 遠藤晶久（講師） 読売

2017年10月31日 室戸神祭消息　新しい力　どう迎える 卒業生　井出　雄樹さん 高知

2017年10月31日 [四国健康ナビ]　ご存知ですか　薬の正しい保管方法
医学部附属病院薬剤部　上田　倫子薬剤
師

毎日

2017年10月31日
四万十川資源回復を　スジアオノリ、アユ　高知大教授ら研究発表
四万十市

海洋生物研究教育施設　木下泉教授、平
岡雅規准教授

高知

2017年10月31日 高知大新学長に桜井氏　農学部教授や副学長歴任　来春就任 高知大学 高知

2017年10月31日 高知大新学長　桜井氏を選出 高知大学 朝日

2017年10月31日 高知大学長に桜井副学長　来年4月就任 高知大学 日経
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2017年10月31日 高知大学長 高知大学 読売

2017年10月31日 災害時　リハ体制充実を　県内医療者が連携、活動
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
(夕刊)


