
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2017年11月1日 室戸希少ヤドカリ絶滅恐れ　県が新レッドリスト公表 町田吉彦名誉教授 高知

2017年11月1日 高知国際中高制服　3案に 藤田詠司教育学部長 高知

2017年11月1日 高知大学「黒潮祭」「物部キャンパス一日公開」 高知大学 毎日

2017年11月2日 高知大　次期学長に桜井氏　選考会議「求められる像」 高知大学 毎日

2017年11月3日 秋の叙勲　輝く受章者 山本博司医科大学名誉教授 高知

2017年11月3日 高知大学ホームカミングデー 高知大学 高知

2017年11月3日 10年間の制作品500点　黒潮　とおちかあきこ作品展
卒業生　とおちかあきこさん　（教育学部生涯
教育課程芸術文化コース）

毎日

2017年11月4日 がんに負けぬ　夜通しリレー 高知大学　学生 朝日

2017年11月4日 [おでかけにゅーすけ]特別編　準備から熱い「まんさい！」 高知大学（卒業生） 高知

2017年11月4日 土佐和紙、版画　共存共栄を　トリエンナーレ展 卒業生　田村　寛さん 高知

2017年11月4日 [いきものだいすき]　梼原町のドジョウ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年11月4日 論説委員の目　戸惑った「保守とリベラル」 遠藤　晶久（講師） 西日本

2017年11月5日 地方大学　雇用創出貢献へ　活性化へ果たす役割聞く 櫻井克年副学長　受田浩之副学長 高知

2017年11月5日 高知大次期学長候補に桜井副学長 櫻井克年副学長・総務・告知・地域担当理事 高知

2017年11月5日 「ガザの子たち知って」　国連の清田さん　母校高知大で講演 医科大学卒業生　清田明宏さん 高知

2017年11月5日 [病院の実力　高知編117]　めまい 医学部附属病院 読売

2017年11月5日 キャンプ場の意義探る　越知町　料理味わい座談会 黒笹慈幾特任教授 高知

2017年11月6日 棚田のろうそく幻想的　仁淀川町長者 地域協働学部学生 高知

2017年11月7日
県内お薬手帳　画像で保存　災害備え情報共有目指す　いの町皮
切り　高知大の技術活用

医療学講座（公衆衛生学）　宮野伊知郎講師 高知

2017年11月7日 絵金夫婦芝居で幕前劇　25.26日　高知大生ら出演 地域協働学部　松本明准教授　学生 高知

2017年11月7日 第25回皮膚の日の市民講座 医学部皮膚科　中島喜美子准教授 高知

2017年11月7日
シンポジウム「有機農業・提携と食のローカライゼーションー南国高
知の事例を中心に―」

人文社会科学事務室 高知

2017年11月7日 岡村病院　健康講座のご案内 医学部　山﨑文靖特任教授　岡村　高雄教授
高知
夕刊

2017年11月9日
高知人文社会科学会シンポジウム「有機農業・連携と食のローカラ
イゼーション―南国高知の事例を中心に―

高知人文社会科学会 朝日

2017年11月9日 「食」「農」テーマ　高知大でシンポ 吉尾寛　人文社会科学部長 読売

2017年11月10日 カツオを次世代へ　高知でシンポジウム　識者ら講演 受田浩之副学長 毎日

2017年11月10日 前立腺がん検査受診を　県内55歳男性無料　来年度まで 医学部泌尿器科　井上啓史教授 高知

2017年11月10日 第25回皮膚の日の市民講座 医学部皮膚科　中島喜美子准教授 高知

2017年11月11日 あす日高村で「メシふぇす」 学生グル―プ「あだたん」 高知

2017年11月11日
シンポジウム「有機農業・提携と食のローカライゼーションー南国高
知の事例を中心に―」

人文社会科学事務室 高知

2017年11月11日 [いきものだいすき]カクレエビ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年11月12日 映画「惑う　After the Rain」　上映会とアフタートーク 男女共同参画推進室長　広瀬淳一准教授 高知

2017年11月12日 高知県世界糖尿病デー　市民公開講座 医学部　藤本新平教授 高知

2017年11月13日 高知を元気にしたい　高校生らアイデア競う　高知市
優秀賞：高知大・高知工科大「高知家スー
パープレゼンテーション」

高知

2017年11月14日 整水器健康調査へ協定　須崎市、高知大、日本トリム 高知大学　脇口学長 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

2017年11月14日
高知大イベント「行こう」　エチオピア大使来高　企業視察や講演、
表敬も

高知大学
高知

（夕刊）

2017年11月15日 「エチオピア投資を」　高知大で駐日大使講演 高知大学 毎日

2017年11月15日 ユズ種子油でメタボ抑制　馬路村農協・高知大　マウス実験で確認 医学部　溝渕俊二教授 高知

2017年11月15日 メタボ予防　ユズが一役　大学と農協が共同研究 医学部　溝渕俊二教授 読売

2017年11月15日
ユズ種子油に抗酸化作用　メタボ抑制にも効果　高知大・馬路村農
協

医学部　溝渕俊二教授 日経

2017年11月15日 日高「メシふぇす」盛況　小村神社
サークル「あだたん」　橋田有紗さん
軽音楽部

高知

2017年11月15日 大方高に吹奏楽同好会 教育学部卒業生　浜田淳介さん 高知

2017年11月15日 高知大準優勝　公式野球四国六大学新人大会 硬式野球部 高知

2017年11月15日 [やまももタイムカプセル]　自分　―第21集（1997年）より― 附属中学校3年　高橋さん 高知

2017年11月16日 ユズでメタボさよなら　高知大と馬路村農協 溝渕　俊二医学部教授＝臨床看護学＝ 毎日

2017年11月16日 卒業1万人突破で講演会　幡多農高OB新技術紹介 農学部卒業生　二宮一寿さん 高知

2017年11月16日
高知大学防災推進センターシンポジウム　凶暴化する風水害への
備え

防災推進センター 朝日

2017年11月16日 流鏑馬の妙技奉納　高岡神社大祭 人文社会科学部考古学ゼミ生 高知

2017年11月17日 治療と仕事　両立を　リーフレット5000部　県内推進チームＰＲ 医学部附属病院 高知

2017年11月17日 高齢者の運動機能　低下予防学ぶ講演
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

2017年11月17日 今年もジビエ１ＧＰ　高知大生企画22店参加 地域協働学部学生 高知

2017年11月17日 与那城ジョージら来高　26日シニア大会 高知大学 高知

2017年11月17日 2017高知県働く女性の交流集会 森田美佐准教授 高知

2017年11月17日 第11回医療と音楽の集い＆第4回福祉フェア 医学部整形外科　池内昌彦教授 高知

2017年11月18日 探査船「ちきゅう」展　年末まで室戸ジオ　講義も 高知大学 高知

2017年11月18日 米作り　コイが手助け　大豊　高知大学生ら取り組み
農学部4年　久井田曜陽さん
農林海洋科学部　浜田和俊講師

毎日

2017年11月18日 本といろいろマーケット 附属特別支援学校菓子工房「ホッコスィーツ」 高知

2017年11月18日 [いきものだいすき]　オニアサリ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年11月19日 ユズ種子油でメタボ抑制 医学部　溝渕俊二教授 高知

2017年11月19日 防災タンブラー好評　高知大生ら開発　手軽さ受け販売延長 高知大学防災すけっと隊 毎日

2017年11月19日 個性豊かな絵画や陶器　とおちかさん（四万十市）作品展
生涯教育課程芸術文化コース　卒業生　とお
ちかあきこさん

高知

2017年11月20日 書評バトルに大学生ら　高知地区決戦　串間さん全国へ 4年生　串間加奈子さん 高知

2017年11月20日 この本が1番！　学生ら競い合う　ビブリオバトル地区決戦 4年生　串間加奈子さん 朝日

2017年11月21日 [大臣表彰]医学教育等関係業務功労
医学部附属病院　森尾一夫さん　森田珠恵さ
ん

高知

2017年11月21日 脳損傷個所　模倣動作に差　右脳、左脳の影響研究　米誌高評価 大学院生　沖田学さん（理学療法士）
高知
夕刊

2017年11月22日 [聞く]久会研究発表会
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

2017年11月22日 2017高知県はたらく女性の交流集会 森田美佐准教授 高知

2017年11月22日 医療スタートアップのエクスメディオ　高知・梼原で遠隔医療実験 医学部卒業生　物部真一郎さん 日経

2017年11月24日 [話題]　変な研究
高知大学
海洋コア総合研究センター　村山雅史教授

高知
夕刊

2017年11月24日
[人]　選手は自分の子どもと同じ　県中学サッカー選手権初優勝の
土佐中監督

卒業生　岩崎　啓さん 高知
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新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2017年11月24日 県内夜間中学設置へ検討委　高知市で初会合　年度末に結論 柳林信彦教育学部准教授 高知

2017年11月24日 第11回医療と音楽の集い＆第4回福祉フェア 医学部整形外科　池内昌彦教授 高知

2017年11月25日 風水害にも備えを　高知大がシンポ　地域の絆大切　高知市
高知大学
佐々浩司教授、大槻知史准教授

高知

2017年11月25日 室戸目指し夜通し90キロ　高知大恒例の「貫歩」出発 高知大学　空手道部
高知
夕刊

2017年11月25日 [いきものだいすき]クロホシフエダイ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年11月26日 [とさトピ]教育実践で表彰
学校部門　入選　高知大教育学部附属幼稚
園

高知

2017年11月27日 室戸貫歩　夜通し応援　食生活推進員　料理でもてなす 高知大学 高知

2017年11月27日 元サッカー代表　春野見参　シニアチーム県選抜と熱戦 高知大学サッカー部 高知

2017年11月28日
バイト、進学に悩んだら、、高校生向け「トリセツ」　高知大サークル
作成

からふるカンパ二―
高知
夕刊

2017年11月29日
[グローバル時代をひらく]　高知大農林海洋科学部　環境配慮農業
東南アで

農林海洋科学部　尾形凡生学部長、池島耕
教授、荒川良教授

日経

2017年11月29日 風水害　歴史と対策説明　高知大　大豊町長や専門家ら講演 防災推進センター 読売

2017年11月30日 高知大、あき　カルテ共有　１月から診療連携スムーズに 医学部附属病院 高知

2017年11月30日 電子カルテ　互いに参照　高知の２病院が協定 医学部附属病院 日経

2017年11月30日 ファミリーコンサート 高知大音棟ウインドオーケストラ 朝日


