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2016年4月30日
スポーツで高知元気に
高知大が教室やセミナー

高知大学地域連携推進センター 高知

2016年4月29日 強皮症を学ぶ　講演会と交流会　来月14日　高知市 高知大学医学部附属病院皮膚科　佐野栄紀教授 高知

2016年4月29日 こうち九条の会　内閣批判の声明　憲法記念日付 高知大学　青木宏治名誉教授 高知

2016年4月29日
ボランティアで明るさ戻る
先天性疾患の高2　岡林　昂我さん

高知大学医学部附属病院 高知

2016年4月29日 春の叙勲　輝く受章者
高知大学　山崎尭右名誉教授
高知大学　近藤宣征元事務局長

高知

2016年4月28日 日本一細長い半島にある原発 高知大学　岡村眞特任教授 週刊文春

2016年4月28日 原発と活断層　共存の怪 高知大学　岡村眞特任教授
Asahi Shinbun

Weekly
 AREA

2016年4月28日 熊本の方言、ビンタ→ほお・頭　被災者ケアへ語彙集公開 高知大学　岩城裕之准教授 朝日新聞デジタル

2016年4月28日 大豊を生きる下　若い人移住へ知恵
高知大学卒業生　田畑勇太さん、恵莉さん
高知大学元職員　氏家学さん

高知

2016年4月27日 高知大に地域環境防災学科 高知大学 日経

2016年4月27日
希少ヤドカリ　高知に多数　「ムラサキオカ」287個体
町田名誉教授（高知大学）が確認

高知大学　町田吉彦名誉教授 高知

2016年4月26日
続いきものがかりより
ミナミハタタテダイ

高知大学　町田吉彦名誉教授 高知

2016年4月26日 声ひろば　家族でいのぐ 高知大学2年　山本満喜さん 高知

2016年4月25日 話題　「意外」の備え 高知大学教員 高知夕刊

2016年4月25日
防災サークル募金
熊本支援　学生ら　高知市街で

高知大学学生団体防災すけっと隊 朝日

2016年4月25日 「政治　身近に」議員と語る 高知大3年　桑田幸奈さん 読売

2016年4月24日 高知大生が募金活動　熊本出身者ら呼び掛け
高知大学熊本県出身学生
学生団体防災すけっと隊

高知

2016年4月24日 ふるさと熊本へ義援金　出身高知大生らが募る
高知大学熊本県出身学生
学生団体防災すけっと隊

読売

2016年4月24日 高知大生が募金活動　「熊本県民会」設立し支援
高知大学熊本県出身学生
学生団体防災すけっと隊

毎日

2016年4月24日 四国六大学野球リーグ　高知大四学大に屈す 高知大学硬式野球部 高知

2016年4月23日 看護の心　歩き遍路で磨く　高知大病院、研修で15キロ 高知大学医学部附属病院 日経

2016年4月23日 新任看護師が歩き遍路研修　高知大病院 高知大学医学部附属病院 高知

2016年4月23日 四国六大学野球リーグ　高知大痛い1敗 高知大学硬式野球部 高知

2016年4月22日
旧陸軍弾薬庫と講堂　1900年前後の建築確認
高知大調査

高知大学 高知

2016年4月22日 高知大学医学部健康よろず相談　特集

高知大学医学部附属病院
　産科婦人科　泉谷知明講師
　歯科口腔外科　山本哲也教授
　麻酔科　河野崇講師
　外科二（心臓血管外科）　渡橋　和政教授

高知

2016年4月20日 社会を幸福にする人材を育てたい 脇口宏学長 中四国医事新報

2016年4月19日 研究の現場から　「サムライ牧師」の生涯後世に 高知大学　中川芙佐非常勤講師 毎日

2016年4月19日 声ひろば　地域に応じた災害対策 高知大学　岡村眞教授 高知

2016年4月19日
続いきものがかりより
ヤスリヒザラガイ

高知大学　町田吉彦名誉教授 高知

2016年4月19日 四国六大学野球リーグ　高知大勝ち点3に 高知大学硬式野球部 高知

2016年4月18日 万象　だます生き物　カイメンに潜む大食漢 高知大学　遠藤広光教授　写真提供 産経

2016年4月18日 熊本地震　活動範囲拡大　高知大　岡村特任教授に聞く 高知大学防災推進センター　岡村眞特任教授 愛媛

2016年4月18日 熊本地震　専門家に聞く 高知大学防災推進センター　岡村眞特任教授 日経

2016年4月18日 大災害の連鎖　警戒を 高知大学　松岡裕美准教授 高知

2016年4月18日 四国大学サッカー開幕　高知大　松山大に快勝 高知大学サッカー部 高知

2016年4月18日 四国六大学野球リーグ　高知大敗れタイに 高知大学硬式野球部 高知

2016年4月17日 震源東へ　連鎖の懸念　熊本地震 高知大学　岡村眞特任教授 西日本

2016年4月17日
南海トラフ地震　影響うすい？
「発生メカニズム違う」

高知大学防災推進センター　岡村眞特任教授 高知

2016年4月17日 四国六大学野球リーグ　高知大が先勝 高知大学硬式野球部 高知

2016年4月16日 震災特集　局地豪雨　死角なくせ 佐々浩司教授 毎日
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2016年4月16日
大分　震度６弱　断層、中央構造線の延長
同規模「大分でも」

高知大学　岡村眞特任教授 大分合同

2016年4月16日 高知大理学部が理工学部に改組 高知大学 朝日

2016年4月15日 阪神被災者体験を絵本に
高知大学教育学部生涯教育課程芸術文化コース卒業生
画家　とおちか　あきこさん

高知

2016年4月15日 高知大に地球環境防災学科　来春　理工学部新設 高知大学 毎日

2016年4月15日
防災に強い人材　育て
高知大　来春、理学部を再編

高知大学 読売

2016年4月15日 高知大に来年度　理工学部　防災系など5学科 高知大学 高知

2016年4月15日 高知大、防災で新学科　来春開設「理工学部」の概要発表 高知大学 日経

2016年4月12日
続いきものがかりより
ヤエヤマシオマネキ

高知大学　町田吉彦名誉教授 高知

2016年4月11日 四国六大学野球　高知大勝ち点２ 高知大学硬式野球部 高知

2016年4月10日 「津波避難後半日は待機を」 高知大学防災推進センター　岡村眞特任教授 愛媛

2016年4月10日 四国六大学野球　高知大が先勝 高知大学硬式野球部 高知

2106年4月9日
高知新聞「新聞と読者」委員会
もっと「地元」発信を

高知大学地域協働学部　玉里恵美子教授 高知

2016年4月8日 方丈の記　障害者雇用広げる特別支援学校 高知大学附属特別支援学校 高知

2016年4月8日
高知大学医学部健康よろず相談
手足の指がこむら返り

高知大学医学部附属病院総合診療部　小松直樹講師 高知

2016年4月7日
高知大　農林海洋科学　人文社会科学
学部改組、授業開始へ

高知大学 朝日

2016年4月7日
龍馬マラソンで救命表彰
南国市消防　ランナーら6人

高知大学3年　秋山哲範さん 読売

2016年4月7日
龍馬マラソンで男性救命
南国市消防本部　ランナーら6人表彰

高知大学3年　秋山哲範さん 高知

2016年4月6日 人文社会科学部発足　高知大　学生、教職員ら祝う 高知大学人文社会科学部 毎日

2016年4月6日 高知大学新学部　銘板お披露目　人文社会科学部 高知大学人文社会科学部 読売

2016年4月6日 浜田（付属小）準Ｖ　新空手道選手権 高知大学教育学部附属小学校1年生　浜田悠さん 高知

2016年4月6日
おきゃくトーク　高知市中心部のバリアフリーを進める学生団
体「コンパス」代表　岩瀬　誠司さん

高知大学人文学部3年 毎日

2016年4月6日
高知大　土佐ＦＢＣに新講座
国の食プロ　取得可能に

高知大学土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 高知

2016年4月5日
女神の助言で　大腸がん防げ
スマホゲーム「うんコレ」　高知大ＯＢの医師ら開発中

高知大学医学部卒業生　石井洋介さん 朝日

2016年4月5日 四国健康ナビ　心不全早期に治療し長生きを
高知大学医学部附属病院老年病・循環器・神経内科
久保　亨講師

毎日

2016年4月5日
清水高　被災後早期授業へ
高台の清水中と貸借協定

高知大学防災推進センター　原忠副センター長 高知

2016年4月5日
楽しく学習「からふるノート」
高知大生が教材　小中学校から注文相次ぐ

高知大学学生団体からふるカンパニー 毎日

2016年4月5日
高知農高　女子台頭　生徒の半数近くに
なりたい職業に授業直結

高知大学農学部生　黒岩理央さん 高知

2016年4月4日 万象　だます生き物　サンゴの相棒 高知大学　遠藤広光教授　写真提供 産経

2016年4月4日
高知大病院　糖尿病・リウマチ・画像下治療　３センターを新
設

高知大学医学部附属病院 朝日

2016年4月4日 希望胸に　高知大入学式 高知大学 高知

2016年4月4日 「社会の一員　理解を」　高知大入学式　1291人新生活 高知大学 読売

2016年4月4日
安芸「伊尾木洞」商議所が勉強会
観光スポット化目指す

高知大学大学院生　山岡勇太さん 朝日

2016年4月4日 四国六大学野球リーグ　高知大連勝　勝ち点１ 高知大学硬式野球部 高知

2016年4月3日 四国六大学野球　高知大競り勝つ 高知大学硬式野球部 読売

2016年4月3日 四国六大学野球リーグ　高知大が先勝　工科大あと一歩 高知大学硬式野球部 高知

2016年4月2日 閑人調　新入生へ 高知大学 高知

2016年4月2日
高知新聞ＮＩＥ　地域活動のガイド本作成
大学生記者が取材、執筆

高知大学　浅島有紀さん　池内悠人さん 高知

2016年4月2日
備える　現場から　防災力学生に注目
放棄地で住民と食料栽培

高知大学学生団体防災すけっと隊 朝日

2016年4月2日
なんのこっちゃ　総合研究所
魚梁瀬森林鉄道復活を

高知大学　黒笹慈幾特任教授 高知

2016年4月1日
18歳の一票県内高２生アンケートから⑤　"入り口"はどこに
でも

遠藤晶久講師 高知夕刊

2016年4月1日
「38年間　いろんな感動」高知大サッカー部
野地監督が退任会見

高知大学サッカー部　野地総監督　川田新監督 高知

2016年4月1日
野地監督「38年　感無量」
高知大サッカー部を"全国区"に

高知大学サッカー部　野地総監督　川田新監督 毎日

2016年4月1日
名将　駆け抜けた38年
高知大サッカー部・野地監督退任

高知大学サッカー部　野地総監督　川田新監督 読売
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