
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2017年12月1日 [地方大学の模索2]　地域の課題解決に貢献 地域協働学部 読売

2017年12月1日 がんを知り、防ごう　高知大附属病院医師が出前授業

小林道也がん治療センター長
がん治療センター　前田広道医師
禁煙外来担当　北村聡子医師
産婦人科　牛若昂志医師

高知

2017年12月1日 [とさトピ]　あす高知市で朝倉城跡見学会 宮里修講師 高知

2017年12月1日
プロが教える森林のお話　高知大学　四国森林管理局連携シン
ポジウム

高知大学 朝日

2017年12月1日 第28回附属まつり 附属学校園 高知

2017年12月2日 中学生も国の財政考えて　財務省　附属中で特別講演　県内初 附属中学校 高知

2017年12月2日 海外行政官　防災対策学ぶ　高知大で7カ国8人 高知大学 毎日

2017年12月2日 [いきものだいすき]　セビロオウギガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年12月2日 仁淀病院健康講演会 医学部管弦楽団 高知

2017年12月3日
高知の産品を世界へ　「青年の船」で物産展企画　高知大生協賛
呼び掛け

人文社会科学部1年　梅下麗さん
土佐さきがけプログラム1年　近森藍璃さん

高知

2017年12月3日 [土佐あちこち]リアルな訓練 岡村眞名誉教授 高知

2017年12月3日 病院の実力　高知編18　糖尿病 附属病院 読売

2017年12月4日 カツオ国際会合初参加へ　県民会議　比で意見交換 受田浩之高知大学副学長 高知

2017年12月4日 筒井さん10代の素描も　美術館20年特別展　絵の変遷物語る 元教育学部教授　筒井広道さん 高知

2017年12月5日
高知大医学部が体育祭　ふんどし一丁で組み体操　国家試験合
格を祈願

医学部　学生
高知
夕刊

2017年12月5日 森本県展理事長が作品集　教師の観察眼生かして 教育学部卒業生　元附属小中　教員 高知

2017年12月5日 高知大女子がＶ　中四国学生新人剣道 剣道部 毎日

2017年12月5日
[とさビズ]　長年の念願　とんかつ店　構営技術コンサルタント会
長

卒業生　橋口　孝好さん 高知

2017年12月6日 地方創生士　初の工科大生　計5人に「高知元気にしたい」 高知大学 高知

2017年12月6日 「惑う」四万十市で上映　17日　昭和の家族愛描く 男女共同参画推進室　広瀬淳一室長 高知

2017年12月6日 高知大女子2連覇　剣道　中四国学生新人大会
剣道部
神崎陽日さん

高知

2017年12月7日 県　新産廃候補１１ヵ所　来年２月　最終絞り込みへ 笹原克夫教授 高知

2017年12月7日
ぼうさい甲子園　大賞に高知・南海中　高知大防災隊にだいじょう
ぶ賞

防災すけっと隊
代表　松岡明里さん

毎日

2017年12月7日 患者、家族の心明るく　高知大病院　高さ4メートルのツリー点灯 医学部附属病院
高知
夕刊

2017年12月8日 2017年　主な動き

高知大次期学長候補　櫻井氏
高知大学（本県の大雨、突風解明へ）
高知大学医学部（ユズ種子油でメタボ抑制）
高知大学（「林鉄とゆず」日本遺産に）
附属中（県中学野球　附属が初優勝）

高知

2017年12月8日 第28回附属まつり 附属学校園 高知

2017年12月8日 治療から予防　転換探る　地域の総合医　役割を議論 高知大学医学部附属病院 高知

2017年12月8日 逝き方　考え伝えよう　望む医療　元気なうちに 阿波谷敏英教授 高知

2017年12月8日 高知県がカツオ漁危機訴え　中西部太平洋マグロ類委で 受田浩之副学長 まにら

2017年12月9日 学生や住民協力　高知大で防災訓練　高知市1500人参加 高知大学 高知

2017年12月9日 企画展「地球×ちきゅう」1日先生 藤内智士講師 高知

2017年12月9日
[おきゃくトーク]　若者目線で楽しく防災　高知大学防災すけっと隊
代表

松岡　明里さん 毎日

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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2017年12月9日 県展理事長　森本忠彦さん個展　色彩、構図巧み37点 卒業生　森本忠彦さん 高知

2017年12月9日 [いきものだいすき]　用水路のナマズ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年12月10日 産学官民の取り組み評価　創生相来高　次世代園芸団地を視察 高知大学　地域協働学部 高知

2017年12月10日 県立大研究室の有志　水俣病題材に上映会 地域連携推進センター　森明香助教 読売

2017年12月10日 第68回こども県展入賞決まる　知事賞に附属小、学芸中 附属中　附属小 高知

2017年12月11日 [投書]防災フェスタに参加して 高知大学生 高知

2017年12月11日 感覚に働き掛ける抽象画　いの町で浪越篤彦展 卒業生　浪越篤彦さん 高知

2017年12月12日 [聞く]第46回高知大学合唱団定期演奏会 合唱団 高知

2017年12月13日 室戸貫歩に挑む 空手部 高知

2017年12月14日 2017年年末回顧①　論壇「左右」二極化に変化も 遠藤晶久講師

高知
河北新報
東奥日報

沖縄タイムス
愛媛

2017年12月14日 想像の職人　絵や文で表現　とおちかあきこ展　高知市
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12月14日 [とさトピ]四万十市で17日に吹奏楽団公演 トロンボーン奏者　梶原彰人講師 高知

2017年12月14日 高知大　初戦敗退　福岡大に0-4　全日本大学選手権 サッカー部 高知

2017年12月15日 企画展「地球×ちきゅう」1日先生 藤内智士講師 高知

2017年12月15日 第46回高知大学合唱団定期演奏会 合唱団 高知

2017年12月16日 [いきものだいすき]タコノマクラの殻 町田吉彦名誉教授 高知

2017年12月17日 [土佐あちこち]　手作りの光 高知大学 高知

2017年12月17日 皮膚科の最新研究発表　高知市で学会　国内外1000人参加 佐野栄紀医学部皮膚科教授 高知

2017年12月18日 [新聞を読んで]　高知家の避難訓練 岡村眞名誉教授 高知

2017年12月18日
ロックバンド「ヒートウェイヴ」初セルフカバーアルバム　「今を生き
る」歌い続け

故　沢村栄一高知大教授 高知

2017年12月19日 断層評価まだ不十分　広範囲の地震警戒を 岡村眞名誉教授
高知
夕刊

2017年12月19日 南海中（高知市）ぼうさい大賞　兵庫の大会中学生の部最優秀 防災すけっと隊（「だいじょうぶ賞」受賞）
高知
夕刊

2017年12月20日 「土といのち」40年の歩み　高知のNPOが本出版
丸井一郎名誉教授、岩佐和幸教授
高知大学生

読売

2017年12月20日 特産「川ノリ」復活へ　岩科、那賀川で生育-松崎 平岡　雅規准教授 伊豆

2017年12月21日 県内10大ニュース　24日締め切り　29日発表

高知大次期学長候補　櫻井氏
高知大学（本県の大雨、突風解明へ）
高知大学医学部（ユズ種子油でメタボ抑制）
高知大学（「林鉄とゆず」日本遺産に）
附属中（県中学野球　附属が初優勝）

高知

2017年12月21日 市民公開シンポジウム　南海トラフ地震 岡村眞名誉教授 朝日

2017年12月21日 [小社会] 岡村眞名誉教授 高知

2017年12月21日 [遠境近況]　歌で古里にお返しを
卒業生　岡本光世さん　リンツ歌劇場合唱団
員

高知

2017年12月21日
中央構造線断層帯　長さ444キロに延びる　地震調査委最大M8
以上予想

岡村眞名誉教授 愛媛

2017年12月22日 新ドクターヘリ　空へ　高知医療センター　医師、看護師が講習 高知大医学部附属病院 高知

2017年12月22日 [とさトピ]高知コア研があす講演 中村　洋平准教授 高知
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2017年12月22日 高知大音棟ウインドオーケストラ・ファミリーコンサート 教育学部 朝日

2017年12月23日 [投書]国会議員も五台山へ 卒業生　石川務さん 高知

2017年12月23日 [いきものだいすき]シマレイシダマシ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年12月24日 またつりにいきたいな 附属特別支援学校　芝さん 高知

2017年12月24日 高知大生ら出張演奏　ジュニアオケ共演　生の音楽満喫 教育学部の音楽専攻生 高知

2017年12月24日 電解水素水で「還元野菜」　産官学連携でプロジェクト 農林海洋科学部 高知

2017年12月25日 カツオ県民会議　初国際舞台　水産資源確保へ各国攻防 受田浩之副学長 高知

2017年12月25日 「おきゃく」へ町内外90人　土佐町石原　地元料理に舌鼓 地域協働学部　学生 高知

2017年12月26日 立川さん追悼文集刊行　元高知大学長 元高知大学長　立川涼愛媛大名誉教授 毎日

2017年12月28日 44連隊弾薬庫対応　価値付け後に方針　尾崎知事 高知大学 高知

2017年12月28日 [やまもも　タイムカプセル]　ぞうきんレース
附属小6年　北村さん【第38集（2014年）時
点】

高知

2017年12月30日
[ぼうさい甲子園]　だいじょうぶ賞　高知大防災すけっと隊
耕作放棄地で備蓄作物育成

学生団体　防災すけっと隊 毎日

2017年12月30日 [いきものだいすき]　ヌマチチブ 町田吉彦名誉教授 高知


