新聞で報道された高知大学
日 付
2016年7月31日
2016年7月30日

記 事
2億年前 隕石で生物絶滅
熊本、高知大チーム発表
合区解消の決議 県内歓迎 全国自治会採択 改憲は意見分か
れる

掲載された部局・関係者

新聞社名

高知大学 池原実教授

高知

高知大学 遠藤晶久講師

高知

2016年7月30日

親子で吹奏楽を聞こう♪ 31日高知大

高知大学教育学部

高知

2016年7月30日

歌声の輪 ドイツへ

高知大学教育学部音楽教育コース 小原 浄二教授
学生

朝日

高知大学 サッカー部

高知

高知大学

高知

2016年7月30日
2016年7月30日

サッカー天皇杯県予選明日決勝
高知大王者の底力か 高知Ｕ Ｊへの思いか
中高生 寝不足はうつの恐れ 高知大など科学誌発表
男子睡眠8時間半以上

2016年7月30日

高知市コンビニ過当競争 高知大・岩佐教授が調査

高知大学人文社会科学部 岩佐和幸教授

高知

2016年7月29日

県 アスリート育成 中学生38人 初の認定

高知大学附属中学校1年 尾崎さん

読売

2016年7月29日

元気シニア移住呼び込め ＣＣＲＣ県版構想
地域"混住型"を提案

高知大学 受田浩之副学長

高知

2016年7月26日

続いきものがかりより サツキハゼ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年7月25日

県中学総体
附属が初の栄冠 軟式野球

高知大学教育学部附属中学校 軟式野球部

高知

2016年7月25日

四万十川に炎の道 四万十町米奥

高知大学教育学部 音楽グループ「ドロップス」

高知

2016年7月25日

ウミガメに触れ、学ぶ 東洋町 体験型講演に３０人

高知大学総合研究センター 斉藤知己准教授

高知

2016年7月24日

[声ひろば]マリンバに魅せられて

高知大学教育学部附属中学校吹奏楽部

高知

2016年7月24日

高知市環境標語入選21作品表彰

高知大学教育学部附属小学校4年 保川さん

高知

2016年7月23日

来月7、14日に男性向けスペイン料理教室

元高知大学教育学部附属特別支援学校非常勤教師 堅田幸
子さん

高知

2016年7月22日

高知大学医学部健康よろず相談
両すねが焼けるように熱い

高知大学医学部附属病院 整形外科 川崎元敬講師

高知

2016年7月22日

[学ぶ]２０１６年肝がん撲滅運動市民公開講座

高知大学医学部 越知経浩医師

高知

2016年7月22日

異文化交流でカフェ 高知大 豪留学生が歴史紹介

高知大学国際連携推進センター

読売

2016年7月21日

黒田郡研究 ロゴ完成 須崎市の中学生 津波体現

高知大学

高知

2016年7月21日

公開セミナー「猪瀬浩平さんをお招きして」

高知大学

高知

2016年7月21日

伊方再稼働「原稿避難計画に欠陥」 元四電社員 高知大で公開
高知大学医学部
授業

高知

2016年7月20日

医療センター 紹介なし受診5400円に 9月から再診時にも2700円 高知大学医学部附属病院

高知

2016年7月18日

決勝は高知大―高知Ｕ サッカー天皇杯県予選

高知大学サッカー部

高知

2016年7月18日

金融を通してみる時代 「一銀行マンの昭和 平成史」

高知大学卒業生 吉原強さん

高知

2016年7月18日

[所感雑感]希望の文学

高知大学 上岡克己名誉教授

高知

2016年7月17日

カツオ資源守れ！高知市でセミナー「熱帯巻網が影響」

高知大学

高知

2016年7月16日

30日に高知市で先天性心疾患学習会

高知大学医学部附属病院小児科 山本雅樹医師

高知

2016年7月16日

第44連隊遺品や写真250点

高知大学 小幡尚教授

毎日

2016年7月14日

いの町 紙とあそぼう展
小中校から173点応募

高知大学教育学部附属特別支援学校小学部

高知

2016年7月14日

日本カツオ学会16日にセミナー

高知大学

日経

2016年7月13日

発達障害児療育 充実を
県庁で小児医療体制検討会議

高知大学医学部 藤枝幹也教授

高知夕刊

2016年7月13日

本県も戦場だった 高知市で「戦争と平和」展

高知大学 小幡尚教授

高知夕刊

2016年7月13日

[短信]スポチャン愛媛大会

高知大学 学生 加藤広也さん

高知

2016年7月13日

高知市総合計画改定案諮問 審議会11月に答申へ

高知大学 受田浩之副学長

高知

2016年7月12日

「高知の民意」拾う努力を

高知大学 遠藤晶久講師

毎日

2016年7月12日

続いきものがかりより ミヤコウミウシ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年7月11日

高知の声 国政に

高知大学 遠藤晶久講師
高知大学地域協働学部1年 小杉颯太さん

読売

2016年7月9日

隕石で海洋生物が大絶滅 証拠発見

高知大学 池原実教授

2016年7月9日

2億1500万年前プランクトン大量絶滅

高知大学 （海洋コア総合研究センター 池原実教授）

熊日

2016年7月9日

失敗気にせず投票を 遠藤 晶久高知大講師に聞く

高知大学 遠藤晶久講師

高知

2016年7月9日

[2016参院選高知徳島10日投票] それでも私は投票に行く【下】

高知大学2年 矢部太郎さん

高知

2016年7月9日

[2016参院選]「投票行く？」高知大で啓発

高知大学1年 和田安友菜さん

朝日

朝日（関東エリア）

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

2016年7月8日

大学の実力2016 志望校選びに役立つ681大学のデータ掲載

高知大学

読売

2016年7月8日

18歳初めての一票【下】

高知大学防災すけっと隊副代表 松岡明里さん

読売

2016年7月8日

[2016参院選]投票呼び掛け 高知大でも

高知大学 1年伊藤真由さん

毎日

2016年7月8日

[2016参院選高知徳島10日投票] それでも私は投票に行く【中】

高知大学1年 勝田友音さん

高知

2016年7月7日

特産品の銀不老豆 畑で植え付け体験

高知大学生

高知

2016年7月7日

投票手順 動画で紹介 若者選挙啓発団体が作成

学生団体「Our Vote, Our Voice!」高知大、県立大、高知工科大
学生

朝日

2016年7月7日

「世界選手権でメダルを」デフバレー日本代表
主将狩野（高知大医学部）闘志燃やす

高知大学医学部医学科6年 狩野拓也さん

高知

2016年7月6日

[読もっかスクール] アカウミガメのなぞにせまる

高知大学海洋生物学研究所

高知

2016年7月6日

四国銀行ナイン まずは初戦突破

高知大学卒業生 行定敬太さん

高知

2016年7月6日

恩地春洋先生を悼む 国内外の書展を索引

高知師範学校卒業生 恩地春洋さん

高知

2016年7月6日

[家庭と仕事のはざまで 2016参院選 土佐から]
「女性活躍」って何だ？目標で企業縛るだけでは・・・

高知大学 森田美佐准教授

高知

2016年7月5日

続いきものがかりより アメリカザリガニ

高知大学 町田吉彦名誉教授

高知

2016年7月5日

七夕でカフェ、まち歩き 須崎市 7日～10日
児童の夢の短冊飾りも

高知大学 斉藤雅洋助教

高知

2016年7月5日

[閑人調] すねと膝

高知大学医学部 学生

高知

2016年7月5日

シカ食害 防護柵が効果 三嶺、剣山周辺の調査報告

高知大学理学部 比嘉基紀助教

高知

2016年7月5日

アベノミクス 高知恩恵なし 大企業と大都市圏に限定
高知大・海野講師に聞く

高知大学人文社会科学部 海野晋悟講師

高知

2016年7月4日

[芸能]マリンバ・種谷睦子 "古里"で恩師しのび演奏

高知大学附属中学校吹奏楽部

高知

2016年7月4日

大井（日体大）初Ｖ 全日本女子県道県予選

高知大学剣道部 女子

高知

2016年7月4日

[ニュース短信]安芸市新庁舎建設地検討委が発足
県ＮＩＥ推進協の新会長決まる

高知大学防災推進センター 原忠副センター長
高知大学 藤田尚文理事、藤田詠司教育学部長

朝日

2016年7月4日

起伏のコースに汗だく 高知大演習林を230人疾走

高知大学農林海洋科学部

高知

2016年7月3日

病院の実力 高知編101 心臓病

高知大学医学部附属病院

読売

2016年7月3日

[喫水線]１８歳のころ

高知大学サッカー部 野地照樹総監督

高知

2016年7月2日

「まず行動、人とつながる」高知大 モンゴル派遣元協力隊員

高知大学男女共同参画推進室

読売

2016年7月1日

高知、県立大が学生募集要項 来年度

高知大学

読売

2016年7月1日

高知大理工学部240人募集 来年度地域環境防災でＡＯ入試

高知大学

高知

2016年7月1日

地域リーダー養成講座参加者募集

高知大学地域協働学部教員

高知

2016年7月1日

高知市でシンポ 長宗我部 物資や人員集積
「浦戸城は朝鮮出兵の基地」

高知大学 津野倫明教授

高知

2016年7月1日

県ＮＩＥ推進協新会長に藤田詠司氏

高知大学教育学部 藤田詠司学部長

高知

2016年7月1日

県ＮＩＥ推進協新会長に藤田氏 高知で総会

高知大学教育学部 藤田詠司学部長

毎日

