
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2018年3月1日 世界最古の巣穴化石　高知大講師発見5.5億年前　モンゴル 長谷川精講師 高知

2018年3月1日
［健康］市民公開講座「がん患者、家族の立場から伝えたいこと
『Thank You and ・・・』」

高知大学医学部 高知

2018年3月2日 地域医療担う医師目指せ　南国市　県医学奨学生が意見交換 医学部 高知

2018年3月2日 あすの「耳の日」に寄せて　高齢者の約半数難聴
伊藤広明　医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭
頚部外科特任助教

高知

2018年3月2日
［すこやか］　導線ないペースメーカー　心臓内に植え込み　装着
の違和感なし

医学部附属病院 高知

2018年3月2日 就職ガイダンスに180人　58社参加　メモ取り質問 3年生　女子学生 高知

2018年3月2日 第1回落語部寄席 女子学生 読売

2018年3月2日 乾癬新治療学ぼう　18日南国市で学習会 佐野栄紀教授 高知

2018年3月2日 ［高知ほっと情報］バッハカンタータ演奏会　11日に高知市 小原浄二教授
高知
夕刊

2018年3月2日 笑顔届ける　赤ちゃん先生　県内母子ら学校、施設訪問 附属小学校
高知
夕刊

2018年3月3日 ［土佐あちこち］関係人口 地域コーディネーター　梶英樹さん 高知

2018年3月3日 NPO「土といのち」（高知市）40年　農家のこだわり次世代へ 岩佐和幸教授
高知
夕刊

2018年3月3日
［なんのこっちゃ総合研究所］苦学生支援　高知ぐるみで "脱藩"
阻止へ奨学金を

地域協働学部　1年生
黒笹慈幾特任教授

高知

2018年3月3日 ［いきものだいすき］カブトクラゲ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年3月5日 ［新聞を読んで］歴史を地域の活性化に 中村講師　地域コーディネーター梶英樹氏 高知

2018年3月5日 「喜び忘れず頑張る」こども県展　140人を表彰 高知大附属小学校 高知

2018年3月5日 天皇杯県予選が開幕　高知大、KU南国準決へ 高知大学サッカー部 高知

2018年3月5日 ［話題］同じ目線で 大槻知史准教授
高知
夕刊

2018年3月6日 ［土佐あちこち］ひらめき磨き 高知大学 高知

2018年3月7日 四国4教職大学院連携　高知大など　来月から単位互換 高知大学 高知

2018年3月7日 教職大学院　広域で連携　四国の国立4大学 高知大学 日経

2018年3月7日 世界腎臓DAY2018 高知CKD対策学術講演会 医学部　寺田典生教授　永野靖典助教 高知

2018年3月7日 高知大で合格発表（前期日程）　７１５人うれしい"春" 高知大学
高知
夕刊

2018年3月7日 地域の防災活動の参加者を増やすために　自主防研修交流会
大槻知史知己協働学部准教授
防災すけっと隊副代表　山本詩菜さん

高知
夕刊

2018年3月8日 高知大715人に春 高知大学 読売

2018年3月8日
高知との絆強めたい　ガーナ大学長に聞く　留学生増やし交流促
進

ガーナ大学　エベネザ・オドゥロ・オウス学長
（卒業生）

高知

2018年3月9日 県内国公立大　前期1286人合格 高知大学 高知

2018年3月9日 ［高知県議会］ 高知大学 高知

2018年3月9日 ［すこやか］ブラジルで内視鏡指導　高知大医学部
医学部
菅沼成文副学長　附属病院内視鏡診療部

高知

2018年3月9日 人工ぼうこう支え合う　患者の会公演　高知市 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年3月9日 高知文学学校へのお誘い　触発される豊かな時間
高橋俊教授　田鎖数馬准教授　瀬戸武彦名
誉教授

高知

2018年3月9日 工科大5人「ちゃがまらん」われら高知密着型ユーチューバー 2年　男子学生 高知

2018年3月9日 高知バッハカンタータフェライン第21回演奏会 小原浄二教授 読売

2018年3月9日 土佐のお客交流戦　あすから高知球場 高知大学（硬式野球部） 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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2018年3月10日 ［いきものだいすき］イボニシ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年3月10日 県内高齢ドライバー苦悩　改正道交法1年　返納しても「足」なく
医学部附属病院精神科講師　上村直人医
師

高知
夕刊

2018年3月10日 地域の防災活動の参加者を増やすために　自主防研修交流会
大槻知史知己協働学部准教授
防災すけっと隊副代表　山本詩菜さん

高知
夕刊

2018年3月11日 ［先週の一枚］ 高知大学（前期日程の合格発表） 高知

2018年3月11日 FD工科大に完敗　四銀は高知大に辛勝 高知大学 高知

2018年3月11日 ［聞く］2017年度移動展講演会 人文社会科学部講師　宮里修さん 高知

2018年3月11日 市民公開講座　きこえの相談会
耳鼻咽喉科　准教授　小林泰輔さん
助教　弘瀬かほりさん

高知

2018年3月11日 第6回心と体の健康講座 森惟明名誉教授 高知

2018年3月11日 FC今治にOB3人　高知大パワーでJ入りだ！
中野圭さん、有間潤さん、西埜植颯斗さん
（サッカー部OB)

高知

2018年3月11日 四国ビジネスコン「KIINP」（南国市）優秀賞 農林海洋科学部　金哲史教授 高知

2018年3月12日 稲盛と小松　シングルスV
学生　藤井さん　稲盛さん　森田さん　（バド
ミントン）

高知

2018年3月12日 戦争史料　中性紙封筒に　高知保存ネットが冊子 小幡尚教授 高知

2018年3月12日 多種多様な魚類研究発表　大月で70人参加 高知大学 読売

2018年3月13日
皮膚ウイルスで人種特定！？　高知大・橋田助教らDNA解析　日
本人に特有の配列

医学部微生物学講座　橋田裕美子助教
高知
夕刊

2018年3月13日 地域医療計画策定委設置へ　室戸市 高知大学 高知

2018年3月13日 県内3大学入試　後期は915人受験 高知大学 高知

2018年3月13日 南国市では深海観測フォーラム 高知大学　教員 高知

2018年3月14日 丸いデニムマット　ジーンズ会社と高知大生　開発 地域協働学部 読売

2018年3月14日 地域の防災活動の参加者を増やすために　自主防研修交流会
大槻知史知己協働学部准教授
防災すけっと隊副代表　山本詩菜さん

高知
夕刊

2018年3月14日 第11回がんフォーラム　もっと知ろうがんのことパート３

医学部附属病院がん治療センター長　小林
道也氏
医学部附属病院内視鏡診療部（消化器内科
学）准教授　小野正文氏

高知
夕刊

2018年3月15日 高知大に「ゆず健康講座」　馬路村農協と研究充実 高知大学 高知

2018年3月15日 高知大とゆず関連の講座　馬路村農業協同組合 高知大学 日経

2018年3月16日 メタンハイドレート商用化　高知で産学研究会設置
徳山栄一高知大海洋コア総合研究センター
長

日経

2018年3月16日 皮疹血から皮膚病指標　高知大が新検出法 医学部皮膚科　佐野栄紀教授 高知

2018年3月16日 男性初　在宅専門看護師　高知市の平山さん 医学部看護学科卒業生　平山司樹さん 高知

2018年3月16日 多面的に写実する　県展洋画無鑑査　田島栄が古典 卒業生　田島栄さん 高知

2018年3月17日 独自の「牛鬼」木彫り　竹田篤生　いの町で個展 卒業生　竹田篤生さん 高知

2018年3月17日 ［いきものだいすき］ツマグロハタンポ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年3月17日 2017年度移動展講演会 人文社会科学部　宮里修講師 高知

2018年3月17日 第6回心と体の健康講座 森惟明名誉教授 高知

2018年3月17日 市民公開講座　きこえの相談会
耳鼻咽喉科　准教授　小林泰輔さん
助教　弘瀬かほりさん

高知

2018年3月17日 地域の防災活動の参加者を増やすために　自主防研修交流会
大槻知史知己協働学部准教授
防災すけっと隊副代表　山本詩菜さん

高知
夕刊

2018年3月20日 高知文化　フィレンツェに　23日から　県内11作家集い美術展 阿部鉄太郎講師
高知
夕刊



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3月20日 給食　民間委託が拡大　県連絡会まとめ「小規模望ましい」 岩佐和幸教授 読売

2018年3月20日 ［四国健康ナビ］物忘れ　気になったら早めの診断を 医学部神経内科学講座　古谷博和教授 毎日

2018年3月20日 医師試験9024人合格 高知大 高知

2018年3月21日
馬路ユズでシワ目立たず　青玉種子使い美容液　村農協　高知
大と共同開発

地域連携推進センター　沢村正義客員教授 高知

2018年3月21日 県教委　学力向上策を強化 教職大学院 高知

2018年3月22日 〔経済の鼓動〕若者呼び込む活動支援
梶秀樹特任助教、休学中の学生林利生太さ
ん、芝弘行地域連携課課長

信濃毎日
夕刊

2018年3月22日 ［やいろ鳥］大道芸で地域おこし 卒業生　山本健一さん 高知

2018年3月22日
高知西高・高知大・高知音棟　県勢いずれも銅賞　全日本アンサ
ンブルコン

高知大（クラリネット四重奏）、高知音棟ウイ
ンドオーケストラ（金管八重奏）

朝日

2018年3月22日 ［横顔］　地域の声を聞く　第102代県議会副議長 卒業生　坂本孝幸さん 高知

2018年3月22日 スズメバチ撃退する成分発見・・・花の香りに含有 金哲史教授 読売

2018年3月24日 ［いきものだいすき］ツヅレウミウシ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年3月24日 「橋」風景　素朴に切り取る　高知市で片木太郎展 教育学部卒業生　片木太郎さん 高知

2018年3月25日 生命の基金　17年度助成内容

高知県災害リハビリテーション連絡協議会
（永野靖典会長）
高知大学医学部医学科（上村直人）
高知大学医学部病理学講座（中嶋絢子助
教）
高知大学医学部付属病院リハビリテーション
部（言語聴覚士・矢野川大輝）

高知

2018年3月26日 7年目を迎えたエコチル調査から今とこれからが見えてきました。
菅沼成文教授（高知エコチル調査ユニットセ
ンター長）
医学部附属病院小児科　満田直美医師

高知

2018年3月26日 ［いのぐ］「楽しむ防災が大事」自主防交流会でトーク
大槻知史知己協働学部准教授
防災すけっと隊副代表　山本詩菜さん

高知

2018年3月27日 夜間中学「早期開設を」　検討委員長　県教育長に報告書 柳林信彦委員長（高知大准教授） 読売

2018年3月27日 高知市で若年性認知症フォーラム
医学部神経精神科学教室講師　上村直人
医師

高知

2018年3月27日 ［話題］ガザの凧
高知大学
国連機関「UNRWA]保健局長　清田明宏さん

高知
夕刊

2018年3月28日 付加価値生む体制を　県産振フォロー委　改定承認 受田浩之副学長 高知

2018年3月28日 文部科学省人事（4月1日付） 高知大学 朝日

2018年3月28日 19団体に1000万円助成　17年度生命の基金贈呈式

高知大学医学部医学科
高知大学医学部病理学講座
高知大学医学部付属病院リハビリテーション
部

高知

2018年3月29日 ［いのぐ］いのぐ記者が提案　目指せ！楽しい防災 地域協働学部　大槻知史准教授 高知

2018年3月30日 大学発展は高知の発展　退任の脇口高知大学長に聞く 脇口宏　学長 高知

2018年3月30日
［四国人７］ニホンカワウソの研究　第1人者の高知大名誉教授
町田吉彦さん

町田吉彦名誉教授 毎日

2018年3月30日 戦争資料　後世に残す　高知の団体提供呼びかけ 小幡尚教授 読売

2018年3月30日 皮膚ウイルスに日本人特有のDNA　高知大チーム発見
医学部微生物講座　大畑雅典教授、橋田裕
美子助教らの研究チーム

産経

2018年3月30日 時の移ろい描き続けて　洋画家・平田慎一が個展 教育学部卒業生　平田慎一さん 高知

2018年3月31日 ［いきものだいすき］ムラサキアワツブガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年3月31日 土佐まるごとビジネスアカデミー
土佐ＦＢＣ
中川香代教授

高知

2018年3月31日 高知新聞厚生文化事業団　2018年度春　厚生文化事業助成内容 教育学部幼児教育コース 高知
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2018年3月31日
高知新聞厚生文化事業団　2018年度春　厚生文化事業助成金
学生が学びの場提供　高知大学教育学部幼児教育コース 教育学部幼児教育コース 高知

2018年3月31日 運営費交付金39国立大で増　改革に応じ再配分 高知大 高知


