
新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2016年12月1日 梼原高生　英語でガイド　梼原町　高知大留学生と交流 高知大学留学生 高知

2016年12月1日 附属まつり 附属学校園 高知

2016年12月1日 森の鉄道　行き先は「日本遺産」
高知大学
地域連携推進センター　赤池慎吾特任講師

日経

2016年12月1日 愛媛大、中四国で3位　大学ブランド調査 高知大学 日経

2016年12月2日 食肉センター　販売機能を　県検討会　建て替え費試算へ 人文社会科学部　飯国芳明教授 高知

2016年12月2日
小児膠原病、若年性関節リウマチ　高知市で17日　講演と交流
会

医学部附属病院　松浦未央医師 高知

2016年12月2日 [とさトピ]いの町であす教育セミナー 高知大学院生 高知

2016年12月2日 男女共同参画講座「家族」 教育学部　森田美佐准教授 朝日

2016年12月2日 第11回大イチョウ秋の集い 黒笹慈幾特任教授 高知

2016年12月3日 第7回高知音棟ウィンドオーケストラ室内楽・吹奏楽定期演奏会 器楽研究室 高知

2016年12月3日 白雲荘39年間ありがとう　高知市で閉所式 附属小学校 高知夕刊

2016年12月3日 若者たちに詩吟を 大野正夫名誉教授 高知

2016年12月3日 「足元の資産再評価を」　黒笹さん　林鉄復活策提言 黒笹慈幾特任教授 高知

2016年12月3日 津波避難タワー開放を　地元に愛される施設へ 黒笹慈幾特任教授 高知

2016年12月3日 高知家のひとびと 地域連携推進センター　森明香助教 高知

2016年12月3日
[おねがい！にゅーすけ]　キッズデーのお手伝いだにゅ～！高
知市のマクドナルド・ハウスこうち

高知大学学生　岡林杏奈さん 高知

2016年12月4日 中四国の大学ブランド力調査　高知大11位 高知大学 産経

2016年12月4日 病院の実力　高知編106　肝臓がん 医学部附属病院 読売

2016年12月4日 ＮＰＯ活動　情報交換　高知市でフォーラム 高知大学1年生　合田涼馬さん 高知

2016年12月5日 史料デジタル化学ぶ　安田町教委　専門会社招き講習会 高知大学 高知

2016年12月6日
サッカー全日本大学選手権　あす開幕　高知大「全員守備」意
識

高知大学サッカー部 高知

2016年12月6日 四国活性化PROJECT　スポーツで地域に元気を 地域協働学部　俣野秀典講師 高知

2016年12月6日 続いきものがかりより　サザナミヤッコ 町田吉彦名誉教授 高知

2016年12月7日 林鉄　日本遺産化協力を　魚梁瀬推進協　知事に要請 赤池慎吾特任講師 高知

2016年12月7日 高知大合唱団に感謝 澁谷勝也さん 高知

2016年12月8日 高知大　初戦で敗退　全日本大学サッカー　法大に0-6 高知大学サッカー部 高知

2016年12月8日 安田の「食」魅力知って　高知大生が「応援隊」
農学部2年　岡本さん、若下さん、武藤さん、
上柿さん

高知

2016年12月9日 附属まつり 教育学部附属学校園 高知

2016年12月9日 防災から地域考える　高知大医学部梼原町で「家庭医道場」
医学部家庭医療学講座　阿波谷敏英教授
医学部学生

高知

2016年12月9日 [高知大学医学部よろず相談]　コルセットの着け方は 医学部附属病院整形外科　武政龍一准教授 高知

2016年12月9日 ものづくりに夢中　高知大附属中・科学部 附属中学校科学部 高知
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2016年12月10日 第45回高知大学合唱団定期演奏会 高知大学合唱団 高知

2016年12月10日 クリスマス・ミニコンサート 教育学部　梶原彰人講師 高知

2016年12月10日 宝石サンゴ研究を映像化「高知の資源に関心を」
元高知大教員　岩崎望立正大教授
高知大教員

高知夕刊

2016年12月12日 山芋まつり盛況　安田町　高知大生協力で活気 高知大学生 高知

2016年12月14日 [とさトピ]17日に高知大で防災展 高知大学防災サークル 高知

2016年12月14日 大学発ＶＢ設立　二極化　学長アンケート 高知大学 日経

2016年12月14日 高知大女子初Ｖ　中四国学生新人剣道
剣道部
国沢華佳さん

高知

2016年12月15日 講演会「認知症の薬」 医学部　上村直人講師（神経精神科学） 高知

2016年12月15日
若山楮蒸し剥ぎ学ぶ
黒潮町の児童や高知大生

地域協働学部学生 高知

2016年12月15日 中四国学生剣道　女子で高知大Ｖ 剣道部 毎日

2016年12月16日 第45回高知大学合唱団定期演奏会 合唱団 朝日

2016年12月17日 知ってる？感染症情報
岡山大学喜多村勇助教授（当時）　元高知医
科大学長

高知夕刊

2016年12月17日 高知大・藤内助教「ちきゅう」掘削に参加 理学部　藤内智士助教 高知

2016年12月17日 安芸にチャレンジ3号店　「漁師の食卓」キンメダイＰＲ
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12月18日 楽しみながら防災考える　高知大でイベント 高知大学　防災サークル 高知

2016年12月18日 おもち　100回ついたよ 附属特別支援学校 高知

2016年12月18日
知事賞に附属小、附属中
第67回こども県展入賞決まる

附属小学校・附属中学校 高知

2016年12月19日 高知「創生」案　高校生ら競う 高知大学「街中おきゃくカフェ」 高知

2016年12月20日 続いきものがかりより　マツバガイ 町田吉彦名誉教授 高知

2016年12月20日 [四国健康ナビ]　人生の最期　家族と考える 医学部家庭医療学講座　阿波谷敏英教授 毎日

2016年12月20日 がん治療薬ＡＩで開発へ　ＮＥＣ8年で実用化目指す 高知大学 高知

2016年12月20日 医療介護連携へＩＣＴ　本山町専用アプリ使い研修 医学部 高知

2016年12月21日 [やいろ鳥]歌を糧に子育て 岡村眞特任教授 高知

2016年12月21日 理工学部長に鈴木理学部長　高知大学
高知大学
鈴木知彦理学部長

高知

2016年12月21日 高知大理工学部の初代学部長決定
高知大学
鈴木知彦教授

朝日

2016年12月21日 高知大理工学部　学部長に鈴木氏
高知大学
鈴木知彦理学部長

読売

2016年12月21日 昭和南海地震　きょう70年　次の地震　どう対応すべきか 防災推進センター　岡村眞特任教授
朝日

（愛媛版）

2016年12月23日 [高知大学医学部健康よろず相談]　脳梗塞後にふらつき 医学部附属病院神経内科　古谷博和教授 高知
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2016年12月23日 講演会「認知症の薬」 医学部神経精神科学　上村直人講師 高知

2016年12月24日 高知ジュニアオーケストラ　団員募集 前田　克治准教授 高知夕刊

2016年12月24日 クリスマス・ミニコンサート
教育学部芸術文化コース、音楽教育コース
梶原彰人講師

高知

2016年12月24日 県文化賞160人祝う　高知毎日書道会長　大野祥雲さん受賞 大野祥雲元高知大学教授 毎日

2016年12月26日 県スポ少半世紀②　1970年代行政も普及期待 卒業生　山崎修身さん 高知

2016年12月27日 高知ジュニアオーケストラ　団員募集 前田　克治准教授 高知夕刊

2016年12月27日
地域カンファレンスin高知
認知症の人の思いから始めるまちづくり

医学部家庭医療学講座　阿波谷敏英教授 高知

2016年12月27日 続いきものがかりより　チダイ 町田吉彦名誉教授 高知

2016年12月28日 高知大生　バイト実態過酷　学内調査　学業に支障も
人文社会科学部　霜田博史准教授
ゼミ生

高知

2016年12月31日 墓碑銘2016　県内
中内光昭元高知大学長
船木直人元高知大教授

高知
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