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新聞社名

1 2022年3月1日
"線の行者〟センスと気品

伊藤神谷「書の世界」いの町紙の博物館
高知大学 高知

2 2022年3月2日
学芸 ⾧曾我部元親最前線④

津野倫明 新史料が示す大規模造船
津野道明教授 高知

3 2022年3月2日
新聞を読んで 多様性を思い酒を

河川生態研究者 山下慎吾（四万十市）

遠藤広光教授

蒲原稔治博士

岡村収博士

高知

4 2022年3月4日
「耳鼻咽喉科月間」に寄せて

高知大医学部耳鼻咽喉科教授 兵頭政光
兵頭政光教授 高知

5 2022年3月4日 県内243人新規感染 1人死亡 クラスター4件 高知大学 高知

6 2022年3月4日 新たに243人感染 新型コロナ 高知大学 朝日

7 2022年3月5日 農業バイトLINEで紹介 JA・高知大団体など協定 稲葉涼太さん 高知

8 2022年3月5日 学ぶ 戸田雅威さんと学ぶ「人権」授業IN高知 戸田雅威元講師 高知

9 2022年3月7日
高知大生ら人権侵害訴え

スリランカ女性 入管収容死１年
河田南歩さん 高知

10 2022年3月8日
男女平等度「行政」鳥取１位

高知は「経済」「教育」４位

森田美佐教授

佐藤洋子講師
高知

11 2022年3月8日
共産・松本氏が出馬会見

「生活者視点で政治転換」
松本顕治さん 高知

12 2022年3月8日
共産 松本氏参院選擁立へ

合区 野党統一候補目指す
松本顕治さん 読売

13 2022年3月8日 高知文学学校へのお誘い

瀬戸武彦名誉教授

田鎖数馬教授

高橋俊教授

高知

14 2022年3月8日
馬淵さん（香川県）ら準大賞

いの町 土佐和紙はがき絵展
藤枝幹也教授 高知

15 2022年3月8日
共産、選挙区で松本氏擁立

参院選 高知・徳島両県委員会
松本顕治さん 朝日

16 2022年3月8日
Next ストーリー NEOウイルス学

新種ハンター、水に陸に
⾧崎慶三教授 日経

17 2022年3月9日 県内国公立大 前期1284人合格 高知大学 高知

18 2022年3月9日 甘口の土佐酒人気 県産酵母「CEL-24」使用 高知大学 高知

19 2022年3月9日
地域発世界へ

ヤマキン 欧州など40ヵ国に歯科材料
高知大学 日経

20 2022年3月10日 農業バイト 学生ら支援 高知大生団体､JAなど協定 稲葉涼太さん 毎日

21 2022年3月11日 県議会質問 10日 44連隊跡地の活用策を問う 高知大学 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学



22 2022年3月11日
高知の高校生 企業と遠隔交流

IT振興、地元就職促す
学生 高知

23 2022年3月12日
貝殻成⾧線に津波の記録 岩手で採集

高知大など論文掲載

佐野有司センター⾧

奥村知世特任助教
読売

24 2022年3月13日 県内国公立3大学 後期試験に794人 高知大学 高知

25 2022年3月13日 26日に土佐清水で温暖化シンポ 高知大学 高知

26 2022年3月18日
機械工業団地で職場接種

3回目ワクチン 県内5団体実施
高知大学 高知

27 2022年3月18日 飛躍誓い 社会へ新たな一歩 高知大学 高知

28 2022年3月19日
議会 大学誘致費削除を否決

副市⾧に田能氏を新任
田能浩二さん 高知

29 2022年3月21日 喫水線 ロシア兵と陸軍墓地 高知大学 高知

30 2022年3月21日 2022年度⾧期研修生
高知大教職大学院

高知大IOP共創センター
高知

31 2022年3月22日
ボロボロ「絵金派」元の姿は

高知大 絵の具・用紙分析■写真もとに想定復元
野角孝一講師 朝日

32 2022年3月23日 生命の基金 21年度助成内容

小島研介教授、大畑雅典教

授、藤戸良子助教、木下裕

矢さん、下川貴大さん、林

祥宏さん、

高知

33 2022年3月24日 議会 百田教育⾧を再任 室戸市 百田貴昌さん 高知

34 2022年3月24日
「乗り越えた」コロナ禍の春

高知大 1248人卒業式

櫻井克年学⾧

内田十内さん

伊谷恭士郎さん

朝日

35 2022年3月24日 県教育⾧に⾧岡氏 県議会閉会 ⾧岡幹泰特任教授 読売

36 2022年3月25日
支援学校生 全国高校選抜へ

高知大付属の若松さん
若松双葉さん 高知

37 2022年3月25日
こうちワイド＆県内ニュース

支援学校生 全国高校選抜へ
若松双葉さん 高知

38 2022年3月25日

ヤングケアラー「話聞いて」

高知大学医学部・福留特任助教が講演

6割がサポート望む 学習支援も

福留恵子特任助教 高知

39 2022年3月26日
働きながら子育てしやすい職場環境づくりを目指し

て
藤原麻希さん 高知

40 2022年3月26日
～ボクが記録に残したい人～

カメラマン 中島健蔵さん
中島健蔵元非常勤講師 高知

41 2022年3月26日 文部科学省人事（4月1日付） 櫻井克年学⾧ 朝日

42 2022年3月28日
フォットけないす レトロな憩いの場

旧西石原郵便局（土佐町）
高知大生 高知

43 2022年3月30日
シャッターに希望咲かせて

高知 高知大卒業生 花描く
高橋萌瑛さん 読売



44 2022年3月30日
こうちワイド＆県内ニュース

地方創生推進士 6年で200人超
高知大学 高知

45 2022年3月30日
地方創生 6年で200人超 高知大など 取得者 県内で活

躍

三谷七香さん

岩瀬誠司さん
高知

46 2022年3月30日
「木霊」イメージの22点 安藤義孝個展 香南市で来月

3月まで
安藤義孝さん 高知

47 2022年3月31日 とさトピ 高知大と高知信金が連携協定 櫻井克年学⾧ 高知

48 2022年3月31日
シャッターに高知の花 高知大生描き卒業 「朝倉明る

く」
高橋萌瑛さん 高知


