
日  付 記　　事 新聞社名

2018年9月1日 〔いきものだいすき〕日高村のミナミメダカ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年9月1日
〔こみゅっと〕第10回慢性腎ぞう病（CKD）対策市民公開講座～あ
なたの腎ぞう大丈夫？

医学部内分泌代謝・腎臓内科　寺田典生教
授

高知

2018年9月1日
〔こみゅっと〕第81回日本消化器病学会四国支部市民公開講座
「がんを　防ぐ　見つける　治すために」

消化器内科　山田高義講師 高知

2018年9月1日 〔こみゅっと〕2018年度肝がん撲滅運動市民公開講座 医学部医師 高知

2018年9月1日 〔こみゅっと〕市民講座「増えすぎたシカが自然を壊す」 理学部　石川慎吾教授 高知

2018年9月1日 〔なんのこっちゃ総合研究所〕越知で起業のヒントを 黒笹慈幾客員教授 高知

2018年9月2日 健全な睡眠は健康の源 医学部耳鼻咽喉科　小森正博講師 高知

2018年9月2日 大学の「資産」の防災25％　南海トラフ高額の機器や古文書 高知大学 毎日

2018年9月2日 防災の日　地域住民と模擬体験 地域協働学部　大槻知史准教授 毎日

2018年9月2日 合唱コンクール　土佐女子高全国へ　高知学芸高・高知大が「金」 高知大学合唱団 朝日

2018年9月3日 高知大女子2位　11月全国大会へ　中国四国学生剣道 剣道部 毎日

2018年9月3日 〔告知板〕水俣と現代社会　高知からのアプローチ 森明香助教 朝日

2018年9月4日
国立大学法人高知大学医学部　高知大学オリジナルの最先端医
療を目指して

医学部 産経

2018年9月5日
〔あのときそれから〕1959年（昭和34年）ドラッカー初来日　経営に
未来志向を根付かせる

人文社会科学部学部長　中川香代教授
朝日
夕刊

2018年9月5日 高知大演劇研究会があすと14日に西土佐で公演 演劇研究会 高知

2018年9月6日 砂脱出生き抜く力アップ　ウミガメの赤ちゃん　高知大研究 総合人間自然科学研究科1年　小坂将さん 朝日

2018年9月7日
落橋の原因など分析　西日本豪雨2か月　調査団が報告会　高知
大

防災推進センター副センター長　原忠教授 毎日

2018年9月7日 避難行動のあり方提言　緊急災害調査団が速報会 防災推進センター副センター長　原忠教授 読売

2018年9月7日
〔こみゅっと〕第10回慢性腎ぞう病（CKD）対策市民公開講座～あ
なたの腎ぞう大丈夫？

医学部内分泌代謝・腎臓内科　寺田典生教
授

高知

2018年9月7日
〔こみゅっと〕第81回日本消化器病学会四国支部市民公開講座
「がんを　防ぐ　見つける　治すために」

消化器内科　山田高義講師 高知

2018年9月7日 〔こみゅっと〕第4回秋のチャペルコンサート 附属中学校合唱部 高知

2018年9月7日 〔こみゅっと〕公開講座「敬老の日にこそ考えたい前立腺がん」
医学部泌尿器科学講座　蘆田真吾講師
放射線医学講座　刈谷真爾准教授

高知

2018年9月7日 高知大学演劇研究会出張公演「ルドルフとイッパイアッテナ」 演劇研究会 読売

2018年9月8日 ★世界一受けたい授業！！　人口減少日本で何が起きる？ 河合雅司客員教授 高知

2018年9月8日 〔いきものだいすき〕トゲノコギリガザミ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年9月12日 〔見たり聞いたり〕はさみから別のはさみ⁉　高知市 町田吉彦名誉教授 高知

2018年9月13日 へき地教育実践学ぶ　JICA10ヵ国12人七里小訪問 高知大学 高知

2018年9月14日 手術支援ロボ　保険適用拡大　高知大病院膀胱、直腸がんも 医学部附属病院 高知

2018年9月14日
炎症性腸疾患に血液検査　高知大などで開発　正確で早くて簡
単

免疫難病センター　仲哲司教授 高知

2018年9月15日 〔いきものだいすき〕ギンタカハマ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年9月15日 四国の学生25人温暖化防止考える　高松で「サミット」 高知大生 高知

2018年9月15日 砂浜で竹遊び楽しもう　須崎市安和17日、出店も 高知大学 高知

2018年9月17日 学びを保証するへき地教育　JICAと高知大学が協力して研修 高知大学 日本教育

2018年9月18日 国立大サイバー対策道半ば　専門組織47校が設置 高知大学 日経

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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2018年9月18日 〔こみゅっと〕地域と大学を結ぶ会 医学部　上村直人講師 高知

2018年9月19日 アフリカから研修生　井上石灰工業受け入れ　高知大と連携 高知大学 日経

2018年9月19日 蔵書焼却公開で検証委　23日から県大学長ら会見で謝罪 加藤勉特任シニアプロフェッサー 高知

2018年9月20日 愛媛の水損資料救え　豪雨被害高知の学芸員が応急処置 松島朝秀准教授 高知

2018年9月20日 「八畝」で演劇に酔うね　23日大豊町　地元食材の料理も堪能 学生ボランティア団体「MB」 高知

2018年9月20日 支援学校技能検定19人に1級認定　県庁で授与式
教育学部附属特別支援学校高等部　3年北
添瑞貴さん

高知

2018年9月21日 〔取材最前線〕大災害の教訓 岡村真名誉教授 愛媛

2018年9月21日
〔すこやか〕旧高知医大　世界を変えた　80年代検体自動搬送開
発

医学部附属病院検査部 高知

2018年9月21日 皮膚のできもの　手際良く診断　高知大「がんトリアージ」 医学部附属病院　皮膚科医 高知

2018年9月21日 〔こみゅっと〕県「目の健康」講座 眼科学講座　岸本達真特任助教 高知

2018年9月22日 〔いきものだいすき〕オイカワ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年9月23日 工科大初Vに王手　野球　四国六大学 野球部 高知

2018年9月23日 将来の夢見据えて　梼原高生自己分析　大学生が助言 高知大生 高知

2018年9月23日 本山の魅力　大阪でPR　白髪山ヒノキが縁 高知大学 高知

2018年9月23日 高知大3勝目　「四国大学リーグ」 サッカー部 高知

2018年9月23日 〔病院の実力〕腹腔鏡手術　負担軽く 医学部附属病院 高知

2018年9月24日 土佐の守護所を探る　田村城跡　高知大が調査 考古学研究室　宮里修講師 高知

2018年9月24日 彼岸花感謝祭にぎわう　高知市土佐山 高知大生 高知

2018年9月24日 工科大初優勝　県勢3年ぶり　野球四国六大学 野球部 高知

2018年9月25日 八畝の秋　丸ごと堪能　お堂で演劇　山の味覚も ボランティア団体「MB」 高知

2018年9月25日 〔とさトピ〕大豊町で27日にアルコール依存症講座 理工学部　島内理恵准教授 高知

2018年9月25日 ダム水位低下で濁水対策 松田誠裕名誉教授 高知

2018年9月26日 イタリア広め25年　「同好会・高知」　県内15店で食フェア 中内光昭元学長 高知

2018年9月26日 大臣表彰 大脇保彦名誉教授 高知

2018年9月26日 破局的噴火ゼロでない　高知大名誉教授　岡村真氏 岡村真名誉教授 愛媛

2018年9月27日 〔こみゅっと〕地域と大学を結ぶ会 上村直人講師 高知

2018年9月27日 〔遠境近況〕子供の成長感じ充実　サッカー教室　河渕健さん 卒業生　河渕健さん 高知

2018年9月28日 地域活性化へ新センター　高知大 高知大学 日経

2018年9月28日
〔こみゅっと〕日本家政学会中国・四国支部、日本調理科学会中
国・四国支部合同公開講演会

受田浩之副学長 高知

2018年9月28日 両陛下が来月に16年ぶり来県へ　海づくり大会出席 海洋コア総合研究センター 毎日

2018年9月28日 高知大「町中に拠点を」　学長西敷地施設入居に意欲 高知大学 高知

2018年9月28日 剣道　成年　8強なるか 矢野宏光教授 高知

2018年9月28日 県青年団に「お江戸支部」　有志ら”高知愛”を醸成 卒業生　山下燿子さん
高知
夕刊

2018年9月29日 住民不安に応えず　高知大名誉教授　岡村真氏 岡村真名誉教授 愛媛
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2018年9月29日 児童の英語教育研究　カラフルカンパニー 学生サークル「からふるカンパニー」 高知

2018年9月29日 県「目の健康」講座 眼科学講座　岸本達真特任助教 高知

2018年9月29日 〔いきものだいすき〕ホシマンジュウガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年9月29日 ツアープラン　学生が商品企画　JR四国と4大学 高知大学 日経

2018年9月30日 越知熱中塾　93人入塾　18～87歳　知の吸収に意欲 黒笹慈幾客員教授 高知

2018年9月30日 〔ひとととさ〕羽方優紀 卒業生　羽方優紀さん 高知

2018年9月30日 「あの夜」からの問い　災害乗り越える力 卒業生　橋本達広さん 高知


