
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2018年10月3日 〔いきものだいすき〕白いアカウミガメ 斉藤知己准教授 高知

2018年10月4日 ディープな化石展　古生物の足跡や巣穴　ジオ専門員が企画 博士課程学生　今井悟さん 高知

2018年10月4日
〔こみゅっと〕高知大学医学部附属病院光線センター　市民公開
講座2018

高知大学 高知

2018年10月5日 高知の在宅医療向上を　若手メディカル活動 医学部附属病院 高知

2018年10月5日 〔すこやかナビ〕光線医療学ぶ講座　14日高知 医学部附属病院光線医療センター 高知

2018年10月6日 催事場、無償貸し出し　高知大丸大学などと地域おこし 高知大学 日経

2018年10月6日 ブラジルで手術指導　高知大が報告 医学部附属病院 毎日

2018年10月6日 ブラジルで腹腔鏡指導　高知大医学部大腸がん手術実演 医学部附属病院 高知

2018年10月6日 ジビエ１GPに15店　大豊町で8日「グルメフェスタ」 地域協働学部 高知

2018年10月6日 〔なんのこっちゃ総合研究所〕新足摺海洋館　胃袋狙え 黒笹慈幾客員教授 高知

2018年10月6日 〔いきものだいすき〕浦戸湾のクエ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年10月7日 高知大　4勝目　サッカー四国大学リーグ サッカー部 高知

2018年10月7日 〔よさこいの「かたち」〕学校で学べる機会を 高知大学 高知

2018年10月9日 野球　四国六大学　全日程が終了高知大は4位 野球部 高知

2018年10月9日 第72回県展特選画廊　かわいいものの象徴 卒業生　大西史子さん
高知
夕刊

2018年10月10日 骨の面白さ学んで　越知町透明標本30点展示 海洋生物学研究所 高知

2018年10月11日
〔こみゅっと〕講演「心の悩みをなくそう～ストレスと悩みに対処し
よう～」

森惟明名誉教授 高知

2018年10月12日 シリーズ　地域医療を考える　歩行困難、寝たきりも…・
医学部附属病院リハビリテーション部　石田
健司准教授

高知

2018年10月13日 〔いきものだいすき〕室戸市のセビロオウギガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年10月13日
〔こみゅっと〕高知大学医学部附属病院光線医療センター　市民
公開講座2018

医学部附属病院光線医療センター 高知

2018年10月14日 高知大病院駐車場　有料化　患者100円、迷惑駐車対策 医学部附属病院 高知

2018年10月14日 障害児　伸び伸び舞台　高知市　ハロウィーンで交流会
看護学生、附属特別支援学校高等部2年佐
藤鉄斗さん

高知

2018年10月14日 高知大V25逃す　サッカー　四国大学リーグ サッカー部 高知

2018年10月15日
〔地域を創る　四国を拓く〕馬路村農協「ゆずの森研究室」　品質と
開発速度高める

高知大学 高知

2018年10月16日 〔四国健康ナビ〕妊娠とウイルス検査
医学部附属病院産科婦人科　松島幸生助
教

毎日

2018年10月16日 大豊碁石茶　今年の出来は　高知市で「目慣らし会」 大学院修士課程　三浦恭平さん 高知

2018年10月16日 Discovery高知　高知大学生と教員が作った里人フェア 辻田宏理事
高知
夕刊

2018年10月17日 物部の「一里塚」化粧直し　香美市18年前の制作仲間協力 高知大生 高知

2018年10月17日 〔病院の実力〕主な医療機関の乳がん治療実績 高知大学 読売

2018年10月19日 〔すこやかナビ〕思春期の心考える南国市で講演会　28日 保健管理センター岡豊分室 高知

2018年10月20日 高知新聞「新聞と読者委員会」地域元気づける記事を 地域協働学部　玉里恵美子教授 高知

2018年10月20日
〔こみゅっと〕講演「心の悩みをなくそう～ストレスと悩みに対処し
よう～」

森惟明名誉教授 高知

2018年10月20日
〔こみゅっと〕筒井広道没後10年特別企画展　教え子たちによる
「お気に入り絵画展」

故　筒井広道教授 高知

2018年10月20日 〔いきものだいすき〕ムラサキイガイ 町田吉彦名誉教授 高知

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

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2018年10月20日 高知・徳島の事業採択　地方大新交付金　農業とLED関連 高知大学 日経

2018年10月21日 高知大3位　全国逃す サッカー部 高知

2018年10月21日 がん患者に共感思いつなぎ歩く　高知大医学部で催し 医学部 朝日

2018年10月22日 第7回幸せの終活「終活応援セミナー」 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年10月22日 高知大女子準V 女子バスケットボール部 高知

2018年10月22日 高松でよさこい「観客と一体感」 学生グループ「高知学生　旅鯨人」 朝日

2018年10月22日 がん患者支える社会に　命のリレー　家族ら歩いて交流　南国市 医学部 高知

2018年10月23日 〔研究の現場から〕違いある　子ガメの運動能力 斉藤知己准教授 毎日

2018年10月23日 〔こみゅっと〕四万十樵（きこり）養成塾 物部総務課　今安清光フィールド技術室長 高知

2018年10月24日 沖縄文化協賞に4氏　山田・高橋・又吉・石川さん 高橋美樹准教授 沖縄タイムズ

2018年10月24日 生徒、学生の意見高知市政に反映　市長が意向 高知大学 読売

2018年10月24日 高知市の学生と市長語る会開催　31日から4回 高知大学 高知

2018年10月24日 高齢運転者　現状と課題は 医学部附属病院　上村直人講師 北海道

2018年10月24日 ハイテク　高まる存在感　IT集積農に波及 高知大学 日経

2018年10月25日 第7回終活応援セミナー 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年10月25日 地域歩いて地震対策　香南市　高知大・岡村真名誉教授指導 岡村真名誉教授 高知

2018年10月25日 奨学金返還「もう自由の身」 医学部卒業生 毎日

2018年10月25日 〔海岸線で〕温帯の南限　変化追う　高知大准教授　中村洋平さん 農林海洋科学部　中村洋平准教授 高知

2018年10月25日 学生・社会人　議論で刺激　高知大、社会課題解決へ新組織 希望創発センター 日経

2018年10月26日 〔こみゅっと〕高知大学ホームカミングデー 高知大学 高知

2018年10月26日 両陛下あす午後来高　在任中最後海づくり大会出席 海洋コア総合研究センター 高知

2018年10月26日 工科大　神宮初出場狙う　大学野球あす中四国代表決定戦 野球部 高知

2018年10月27日 高知から新種続々　脈々と続く研究の系譜 海洋生物学研究室 高知

2018年10月27日
カツオ「持続可能」へ挑戦　乱獲抑制世界に発信　県民会議 受田
会長代理に聞く

受田浩之副学長 高知

2018年10月27日
〔黒潮還流 明日を求めて〕「94歳ババ」原初の種守る　世界農業
遺産で移住者増

大野晃名誉教授 高知

2018年10月27日 地域特性活かした公民館活動考える　南国市で研究大会 医学部 高知

2018年10月27日 第7回終活応援セミナー 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年10月27日 〔いきものだいすき〕ムラサキオカヤドカリ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年10月27日 両陛下16年ぶり来高　在位中最後　あす海づくり大会 海洋コア総合研究センター
高知
夕刊

2018年10月27日 〔こみゅっと〕メンタルヘルス講演会 保健管理センター岡豊分室 高知

2018年10月27日 〔ピックアップ〕山崎天峰　個展―蜈蚣― 医学部看護学科　山崎天峰さん 高知

2018年10月27日 写実と架空の融合　高知大の山崎さん個展 医学部看護学科　山崎天峰さん
高知
夕刊

2018年10月28日 県大　廃棄本広く譲渡へ　第3回検証委段階的再活用案示す 加藤勉特任シニアプロフェッサー 高知

2018年10月29日
こうち観光カレッジ開講式基調講演「高知が選ばれ続けるために
必要なこと」

高知大学 朝日
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新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2018年10月29日 ため池耐震化　新工法で　県堤に鋼板、脆弱さ克服期待 原忠教授 産経

2018年10月29日 旧満州史書籍1276冊寄贈　高知大図書館に「崎山文庫」 学術情報基盤図書館 高知

2018年10月30日 両陛下　土佐路を後に　在位中最後の来高 海洋コア総合研究センター 高知

2018年10月30日 両陛下来高　厳戒態勢　海洋コア研視察 海洋コア総合研究センター 高知

2018年10月30日 両陛下　高知大を視察　海づくり大会を終え帰京 海洋コア総合研究センター 朝日

2018年10月30日 両陛下おげんきで　3日間の県内訪問終える 海洋コア総合研究センター 読売

2018年10月30日 両陛下が帰京 海洋コア総合研究センター 読売

2018年10月30日 両陛下　探査船模型を見学　高知大海洋センターで 海洋コア総合研究センター 毎日

2018年10月30日 両陛下が高知訪問から帰京 海洋コア総合研究センター 毎日

2018年10月30日 天皇、皇后両陛下ご動静　両陛下、海洋研究施設視察しご帰京 海洋コア総合研究センター 産経

2018年10月30日 地層の研究施設見学　両陛下、高知から帰京 海洋コア総合研究センター 日経


