
通番 日  付 記  事
掲載された部局・

関係者
新聞社名

1 2022年2月1日 見る 第52回高知大学書道部OB展 高知大学 高知

2 2022年2月1日 四国４県国立大の研究成果を紹介 高知大学 日経

3 2022年2月3日 12、13日に高知市で映画「挑む」上映 高知大学教授 高知

4 2022年2月3日 企業向け防災セミナー 岡村真名誉教授 高知

5 2022年2月4日
高知 石元泰博

コレクション展「雲、紙、雪のあしあと」（後期）
宗洋准教授 読売

6 2022年2月5日
高知大生動画 全国コン2位

佐賀産直組合のSDGｓ紹介
児玉有加さん 高知

7 2022年2月5日
くろしおくんグッズ続々

使用無料化1カ月 本の裏表紙・書類ホルダー
岩崎保道教授 高知

8 2022年2月5日 国公立大2次試験志願状況 高知大学 高知

9 2022年2月5日
県内救急「綱渡り」

近森停止 コロナで病床少なく
西山謹吾救急部⾧ 高知

10 2022年2月5日
被災地の貝 津波の痕跡

貝殻のマグネシウム濃度3倍
佐野有司センター⾧ 朝日

11 2022年2月5日 国公立大2次試験志願状況 高知大学 朝日

12 2022年2月5日 国公立大2次試験志願状況 高知大学 日経

13 2022年2月5日 国公立大2次試験志願状況 高知大学 産経

14 2022年2月5日 2022年国公立大学入試出願状況 高知大学 読売

15 2022年2月6日
ちいきのおと 57 江川四万十

自慢のイッピン ルーツは地元伝統料理
高知大学生 高知

16 2022年2月8日 第52回高知大学書道部OB展 高知大学 高知

17 2022年2月9日
ミツバチ育てるCF 須崎・安和地区

花整備 返礼品リキュールだよー☆
高知大学 読売

18 2022年2月9日 高知で民家全焼 高知大学 高知

19 2022年2月10日 高知大病院 院⾧に花崎氏 4月から 花崎和弘教授 高知

20 2022年2月11日
いきものだいすき カメフジツボ

♦フジツボのなかま♦
斎藤知己准教授 こども高知

21 2022年2月11日 高知大付属病院 新院⾧に花崎氏 4月就任 花崎和弘副学部⾧ 高知

22 2022年2月11日 安全な食や農業 あり方考える 20日高知で講演 関根佳恵さん 読売

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学



23 2022年2月12日 第52回高知大学書道部OB展 高知大学 高知

24 2022年2月13日 職能開発で地域おこし 松田高政特任講師 毎日

25 2022年2月13日
学び直して地域おこし

高知大が社会人向け講座
松田高政特任講師 毎日

26 2022年2月15日
医工連携などで産業創出 県産振計画

フォロー委方針了承
受田浩之理事 高知

27 2022年2月15日 書家と碑文106 川崎白雲 川崎白雲さん 高知

28 2022年2月15日
７割欠損の芝居絵 想定復元 香南で初展示

高知大講師・野角さん 紙や色専門家が分析協力
野角孝一講師 毎日

29 2022年2月16日 県内新たに246人感染 新型コロナ 重症最多16人 高知大学 高知

30 2022年2月16日 NIE教育に新聞を 県推進協が実践校募集 藤田詠司教授 高知

31 2022年2月16日 「ごっくん馬路村」生みの親 東谷組合⾧ 引退へ 高知大学 読売

32 2022年2月16日 高知大学 光線医療センター がん細胞光らせ切除

井上啓史教授

ライ・ハンウェイ特

任助教

日経

33 2022年2月16日 主な医療機関の脳腫瘍の治療実績（2020年） 高知大学 読売

34 2022年2月17日

聞く 講演会

「デジタル関連法と情報管理の国家の役割につい

て」

青木宏治名誉教授 高知

35 2022年2月17日 県内新たに246人感染 新型コロナ 重症最多16人 高知大学 高知

36 2022年2月18日 NIE教育に新聞を 実践指定校募る 藤田詠司教授 読売

37 2022年2月19日
心の豊かさ伝える25点 高知育ちの洋画家

東京で油絵展
加藤勝久元教授 高知

38 2022年2月20日
病院の実力 高知編165 脳腫瘍

子ども ⾧期経過観察を
高知大学 読売

39 2022年2月22日
ビジネスコン大賞 半調理品 四万十町協力隊員

規格外野菜生かす
須藤順准教授 高知

40 2022年2月22日 書家と碑文 107 河田小龍 高知大学 高知

41 2022年2月22日 県内小中高など 実践指定校募集 来月5日まで 藤田詠司教授 毎日

42 2022年2月23日 新聞を読んで 学の花 川村晶子客員教授 高知

43 2022年2月23日
県教育⾧ 66年ぶり元教員 伊藤氏後任に⾧岡氏

人事案提出へ
⾧岡幹泰特任教授 高知

44 2022年2月24日 唐岩碧水が初個展 高知市 27日まで 高知大学 高知

45 2022年2月25日
学芸 ⾧曾我部研究最前線② 宮里 修

山城 時代に応じ移転・変化
宮里修准教授 高知



46 2022年2月25日 「ウィズコロナ」とは 岡本 直己さん 高知

47 2022年2月25日

聞く 講演会

「デジタル関連法と情報管理の国家の役割につい

て」

青木宏治名誉教授 高知

48 2022年2月26日
国公立大2次試験開始

前期日程 県内3大学2728人受験
高知大学 高知

49 2022年2月26日
メタンハイドレート 高知大など発見 鹿児島・種子

島沖
村山雅史教授 読売

50 2022年2月26日 高知大2次 警官ら配置 東京の刺傷事件受けて 高知大学 読売

51 2022年2月27日 週刊リポート 県内 県教育⾧ 66年ぶり元教員 ⾧岡幹泰特任教授 高知


