新聞で報道された高知大学
日 付
2015年11月30日
2015年11月30日
2015年11月29日
2015年11月29日
2015年11月29日
2015年11月28日
2015年11月27日
2015年11月27日
2015年11月27日
2015年11月27日
2015年11月27日
2015年11月26日
2015年11月26日
2015年11月26日
2015年11月25日
2015年11月25日
2015年11月24日
2015年11月24日
2015年11月24日
2015年11月24日
2015年11月23日
2015年11月22日
2015年11月21日
2015年11月21日
2015年11月20日
2015年11月20日
2015年11月20日
2015年11月19日
2015年11月17日
2015年11月17日
2015年11月17日
2015年11月15日
2015年11月15日
2015年11月15日
2015年11月14日
2015年11月14日
2015年11月13日
2015年11月13日

記 事
室戸貫歩 車いすで挑戦
高知市の池田さん
室戸貫歩達成 車いすの池田さん
「まだまだ自分はやれる」「みんなも挑戦の心持って」
県内大学生 企画 児童21人が職業体験
室戸商店街協力
地球科学 子に興味を
高知大海洋コア研など 教育の在り方討議
放棄地で備蓄野菜
高知大生「耕活だ」
「絶対ゴールする！」高知大生ら室戸貫歩
高知音楽コン 下八川賞1位 村上さん（高知大）
フルート「一生吹きたい」
方丈の記 高知のミスター救急に「大臣表彰」
Dr.西山（高知日赤）多忙の人生
高知大学医学部健康よろず相談
足裏しびれ、背中に違和感
全国新聞感想コンクール 谷さん（大津中3年）優秀賞
一緒に読もう！新聞コンクール
県内3人・1校入賞
耕作放棄地で食料
高知大 備蓄用、住民交流で絆
Uトラ 、アイゴッソ統合視野
強化、経営改善へ連携
Uトラ 、アイゴッソ統合視野
本県からJリーグ目指す 育成部門を一本化
故筒井広道さんの画集出版
高知大教え子ら編集 独特の色彩、105点収録
ローンボウルズやろう 兵庫県のチームと交流会
高知市
農林海洋科学部高知大がPR
高知市でシンポ
続いきものがかりより
ニザダイ
卓球全日本カデット
浜田一（付属小）13歳以下3位
南海地震備える 大学構内で「耕活」第2弾
高知大「防災すけっと隊」
地域の現実 中
地方大学が「創生」後押し
合唱コンクール全国大会
情感込めPange金 高知大合唱部、若さで銅
大学生の視点から移住定住を考える
高知市でセミナー
遍路 心身に好影響
産総研実験 数値で証明
南国市で銅戈 県東部初
歴民館公開「青銅器分布で新見地」
銅戈 県中東部に分布
県内8本目 南国で確認
食の産業人材育成へ
四万十町 ビジネス教室に20人
若い力 高知に残せ
高知大に奨学資金 県内経営者が寄付
四国健康ナビ
治療法増えた過多月経
続いきものがかりより
ハマフエフキ
日高メシふぇす大盛況
小村神社 大祭とオムライス堪能
遍路の御利益 科学で証明
悪玉コレステロール減 心身リフレッシュ
「ゆるスポ」で4県振興 高松市でフォーラム
学生創作の競技発表
大岐メガ軸に自然考える
高知市 高知大生らがシンポ
地域de協働 奮闘！高知の大学生 研究・事業編
教員の卵 村民と農業交流 高知大の「地産地生塾日高」
共生社会とは何か
変わらぬ自分 変わる立場
高知大学医学部健康よろず相談
歯に耐えがたい違和感
新たな難病対策活用を
高知市でセミナー 県内患者支援広がる

掲載された部局・関係者

新聞社名

高知大学

高知

高知大学

高知

高知大学、高知県立大、高知工科大学
学生地域活性化団体「Sun-fes（サンフェス）」

高知

高知大学海洋コア総合研究センター

高知

高知大学防災すけっと隊

毎日

高知大学

高知夕刊

高知大学教育学部4年村上未来さん

高知夕刊

高知医大1期生・元高知医大麻酔科医局長 西山謹吾さ
ん
高知大学医学部附属病院
喜安克仁整形外科助教・脊椎脊髄センター副センター長

高知
高知

高知大学医学部学生

高知

高知大学医学部学生

読売

高知大学防災すけっと隊

読売

高知大学

高知

高知大学OB

高知

高知大学

高知

高知大ローンボウルズ同好会
顧問 川本真浩准教授

高知

高知大学農学部

高知

高知大学町田吉彦名誉教授

高知

高知大学附属小学校浜田一さん

高知

高知大学「防災すけっと隊」

毎日

高知大学地域協働学部

日本経済

高知大学合唱部

朝日

高知大学生

高知

高知大学

毎日

高知大学宮里修講師

高知

高知大学人文学部宮里修講師

朝日

高知大学

高知

高知大学

高知

高知大学医学部附属病院周産母子センター
泉谷知明講師

毎日

高知大学町田吉彦名誉教授

高知

高知大学サークル「あだたん」

高知

高知大学

高知

高知大学

高知

高知大学生

高知

高知大学教育学部

高知

高知大学卒業生
松木厚子さん

日本経済

高知大学医学部歯科口腔外科山本哲也教授

高知

高知大学医学部附属病院

高知

2015年11月13日

話題 実か種か

高知大学人文学部
高知大学人文社会科学部キックオフシンポジウム

高知

2015年11月12日

自然の中 障害超え交流
香美市の森林公園でユニバーサルキャンプ

高知大学生

高知

2015年11月11日
2015年11月7日
2015年11月9日
2015年11月10日
2015年11月10日
2015年11月9日

大岐メガから地域考える
14日高知市でシンポ 地域と交流 高知大生ら企画
文科省 高知大に最高評価
地域協働学部「特筆すべき進捗」
ガザで旧高知医大同窓会
元留学生一家と国連機関の清田さん
研究の現場から
独居高齢者の市の背景調査
続いきものがかりより
ベニホシマンジュウガニ
人文社会科学は重要
高知大が再編でシンポ

高知大学生

高知

高知大学

高知

元留学生ジアード・アルダフディーさん
高知医大3期生 清田明宏さん

高知

高知大学医学部古宮淳一教授

毎日

高知大学町田吉彦名誉教授

高知

高知大学人文学部

高知

2015年11月9日

棚田照らすキャンドル2015本 仁淀川町長者

高知大学地域協働学部

高知

2015年11月9日

土佐市宇佐町 歓鯨オフ期もクルージング
絶景横浪メランジュ目玉に 学生招きモニターツアー

高知大学学生

高知

2015年11月9日

ひととき 人×高知×今を

高知大学農学部上口雄馬さん

高知

2015年11月8日

土佐あちこち 第2幕「立教セカンドステージ大学」

高知大学

高知

県政への提言
困窮者と制度結ぶ努力を
黒田郡の謎 解明したい！
水没集落調査 挑戦続く
大地震の伝承 今に生かせ
県政への提言
高台へ学校 壊れない街に

高知大学卒業生
高知県立大学田中きよむ教授

朝日

高知大学海洋コア総合研究センター

高知

高知大学岡村真特任教授

朝日

高知音楽コン 下八川賞1位 村上さん（フルート）

高知大学４年村上未来さん

高知

高知大学地域連携推進センター赤池慎吾特任講師ら

高知

2015年11月8日

2015年11月7日

2015年11月6日
2015年11月4日
2015年11月4日
2015年11月？日
2015年11月1日
2015年11月1日
2015年11月1日

首都圏シニア呼び込め 安田町
高知大が協力し研修 地域課題解決に期待
核酸医薬原料 大量合成技術を開発
高知大研究者などバイオVB設立
高知大生ら四万十市で活動
鳥獣害防止へ金網設置
病院の実力 高知編93
膵臓がん
山里の未来 切り開こう ふれあい高新in 仁淀川町

高知大学片岡正典特任講師

化学工業日報

高知大学えんむすび隊

読売

高知大学医学部附属病院

読売

高知大学

高知

