
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

2017年2月1日 教員就職率低下58.9%　養成国立大16年春卒業者 高知大学 高知

2017年2月1日 本県の大雨、突風解明へ　高知大、気象台が共同研究
高知大学
理学部　佐々浩司教授

高知

2017年2月1日 新庁舎　安芸中ＩＣ付近に　安芸市検討委が移転案答申 原忠教授 朝日

2017年2月1日 安芸市庁舎「市街地北部」答申　市長来月候補地提示へ 原忠教授 高知

2017年2月2日 県内3大学とも志願増　高知大理工　倍率全国3番 高知大学 高知

2017年2月2日 国公立大入試出願状況 高知大学 毎日

2017年2月2日 国公立大2次　倍率4.5倍　前年並みに 高知大学 日経

2017年2月2日 国公立大入試出願状況 高知大学 産経

2017年2月2日 国公立大入試出願状況 高知大学 読売

2017年2月2日 国公立大入試出願状況 高知大学 朝日

2017年2月2日 「ユズの道」を申請　日本遺産へ中芸5町村 地域連携推進センター　赤池慎吾特任講師 朝日

2017年2月2日 絵金屏風の風景④　子ども相撲華やかに演出 松島朝秀准教授 高知

2017年2月2日 [話題]　接点 高知大学学生サークル（からふるカンパニー） 高知夕刊

2017年2月2日 新型ハウスで野菜栽培　水素多い水利用 石川勝美教授 日経

2017年2月3日 高知ジュニアオーケストラ団員募集中 前田克治（准教授） 高知夕刊

2017年2月3日 高知発　生活支援ロボット　高齢者ら家事楽々 石田健司客員教授 高知夕刊

2017年2月3日 カツオ保護へ県民会議　4月発足　高知市でシンポ 受田浩之副学長 高知

2017年2月3日 カツオ　資源回復へ団体　高知県の産学官、4月設立
高知大学
受田浩之副学長

日経

2017年2月3日 高知大学、高知市共催公開講座「職場での地震防災」
岡村眞特任教授
地域協働学部教授

朝日

2017年2月3日 [高知大学医学部健康よろず相談]　白っぽい痰が出ます
医学部附属病院　血液・呼吸器内科　高山裕
介助教

高知

2017年2月3日 第６５回　高新スポーツ賞決定 附属中学校1年　浜田一輝さん 高知

2017年2月4日
おねがいにゅーすけ　いっしょにあそぼ！　高知市の江ノ口市民
図書館

掛水萌愛さん 高知

2017年2月5日 病院の実力174　スポーツ外傷治療実績 高知大学医学部附属病院 読売

2017年2月5日 病院の実力　高知編108　スポーツ外外傷 高知大学医学部附属病院 読売

2017年2月5日 第47回高知大学書道部ＯＢ展 書道部 高知

2017年2月5日 第87回赤ちゃん会開催要項 医学部附属病院 高知

2017年2月5日
絵金屏風の風景⑦　保護と活用のはざまで　科学分析で謎に迫
る

松島朝秀准教授 高知

2017年2月7日
44連隊施設　何とか残して　「県、高知市は保存活用を」市民団
体

高知大学調査チーム（代表　吉尾寛教授） 高知

2017年2月7日 旧陸軍弾薬庫敷地入札へ　高知市曙町財務省きょうから手続 高知大学教員 高知

2017年2月7日 [社説]　子どもの貧困　連鎖断ちきるための支援を 高知大学学生サークル（からふるカンパニー） 高知

2017年2月7日 [四国健康ナビ]　心房細動のアブレーション治療
医学部附属病院老年病・循環器内科　引田
隆省助教

毎日

2017年2月7日 続いきものがかりより　コマチコシオリエビ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年2月7日 第47回高知大学書道部ＯＢ展 書道部 高知
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2017年2月8日 [投書]44連隊の弾薬庫保存を 高知大学 高知

2017年2月8日
山本貴金属地金の山本新社長「欧州中心に海外強化」
高知で作り　世界で見る

高知大学 高知

2017年2月8日 目を引く大作　12日まで　高知大書道部ＯＢ展　高知 書道部 毎日

2017年2月8日 第47回高知大学書道部ＯＢ展 書道部 高知

2017年2月8日
クラウドファンディングで「地域・事業・あなた」の課題解決～模
擬プロジェクト立案から学ぶ成功の秘訣～

梶英樹特任助教 高知

2017年2月9日 高新スポーツ賞　11選手・団体 教育学部附属中学校　浜田一輝さん 読売

2017年2月9日
イタドリを全国に　高知市鏡地域で栽培　県食品団地　商品開
発し商談会へ

高知大学 高知

2017年2月10日 [方丈の記　編集委員回し書き]その123　オペラ「よさこい節」 元　向原寛高知大学教授 高知

2017年2月10日 カツオを守り　広める　産官学と住民「県民会議」を設立 受田浩之副学長 毎日

2017年2月10日 カツオ県民会議　会長に高知知事　4月に正式発足 受田浩之副学長 日経

2017年2月10日 高知ジュニアオーケストラ団員募集中 前田克治（准教授） 高知夕刊

2017年2月10日 窪川高生　地域連携の成果発表　商品開発や避難訓練 地域協働学部　大槻知史准教授 高知

2017年2月10日 ＮＩＥ　教育に新聞を　18日に実践報告会　高知市で推進協 藤田詠司教育学部長 高知

2017年2月10日 [土佐あちこち]　ノアの方舟 石川慎吾教授 高知

2017年2月11日 高新スポーツ賞の顔　卓球　進化止まらぬ超新星 附属中学校　浜田一輝さん 高知

2017年2月11日 ＮＩＥ　指定校8校の実践報告会　18日、高知 藤田詠司教育学部長 読売

2017年2月12日 職場の対応討論　高知大と市の講座に市民70人
高知大学
防災推進センター岡村眞特任教授

読売

2017年2月12日 コップで防災グッズ　高知大生が企画、販売 学生団体「防災すけっと隊」 高知

2017年2月12日 第47回高知大学書道部ＯＢ展 書道部 高知

2017年2月12日 広がるドーナツ視力検査　幼児に親しみやすく 卒業生　桃山学院大学　高橋ひとみ教授 高知

2017年2月14日 高知大・元田「得点王狙う」　実力結実　母、姉に感謝 サッカー部　元田龍矢さん 高知

2017年2月14日 これだけ持って逃げる　高知大すけっと隊　防災商品販売 学生団体「防災すけっと隊」 毎日

2017年2月14日 高知大に新手術室　ＭＲＩ設置　脳腫瘍摘出安全に　4月稼働 医学部附属病院 高知

2017年2月14日 高知大への「遺贈」支援　四国銀と高知銀　寄付の相談対応 高知大学 日経

2017年2月14日 清水中生　ＩＮＡＣユースへ　サッカー女子　北代さん 卒業生　サッカー部ＯＢ　中尾拓さん 高知

2017年2月14日 続いきものがかりより　ベッコウガサ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年2月15日
おきゃくトーク　結成1年の高知大ＯＢと現役お笑いコンビ「熱燗
ドラゴン」

卒業生　小田雄介さん
学生　新城貴大さん

毎日

2017年2月15日
テニス菊水杯春季ダブルス大会　上級は猪野・古谷、西内・前
田がＶ

高知大学　猪野さん　古谷さん　服部さん 高知

2017年2月16日 県天然記念物　奥工石山　紅簾石指定へ 鈴木堯士名誉教授 高知

2017年2月16日 [話題]　兵営跡の大学 旧制高知高校・高知大学 高知夕刊

2017年2月16日 [話題]　最後の１% 高知大学 高知夕刊

2017年2月17日 ホッと役立つ防災タンブラー　高知大の学生サークルが開発 学生団体「防災すけっと隊」 朝日

2017年2月17日 高知大学医学部健康よろず相談　胆汁の排泄障害とは 医学部附属病院消化器内科　西原利治教授 高知
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2017年2月17日
医療法人新松田会　設立50周年記念　県民健康講座
健康で長生きするために～健康管理と最新医療～

医学部附属病院消化器内科　小野正文准教
授

高知

2017年2月19日
ＮＩＥ教育に新聞を　新聞活用し主体的学び　県内8校　実践報
告

藤田詠司教育学部長 高知

2017年2月19日 8校教員が実践を報告 藤田詠司教育学部長 読売

2017年2月19日 コラージュや読み比べ　高知　指定8校が活動報告　ＮＩＥ 藤田詠司教育学部長 毎日

2017年2月19日 中学生、医療検査学ぶ　高知大附属病院 医学部附属病院 読売

2017年2月19日
高知大生の地域貢献大賞　全国から2組　大豊のキビ焼酎開発
評価

学生ボランティア団体「ＭＢ」 高知

2017年2月20日 窪川駅前を元気に　高校、大学、社会人が勉強会　四万十町 学生 高知

2017年2月21日 続いきものがかりより　シオイタチウオ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年2月21日 サーフィンで幡多活性化 地域協働学部学生 高知

2017年2月22日 復活！土佐あかうし　ユズ皮でジューシーに　高知大 農林海洋科学部　松川和嗣准教授 毎日

2017年2月22日 地方創生と大学テーマにシンポ　高知大、来月6・7日 高知大学 日経

2017年2月22日 地域と大学を結ぶ会
医学部医療ソーシャルワーカー　高橋武史さ
ん

高知

2017年2月22日 サッカー天皇杯　県予選26日開幕　組み合わせ決まる 高知大学サッカー部 高知

2017年2月23日 オムライスで地域学ぶ　日高村　日下小で出張調理教室 教育学部グループ「地産地生塾日高」 高知

2017年2月23日 仁淀川ひな回廊　25日開幕 ボランティア組織「えんむすび隊」 高知

2017年2月24日 お母さん、頑張り過ぎないで　高知市で子育て講演会 エコチル調査高知ユニットセンター 高知

2017年2月24日 虐待テーマ　学術集会　来月5日　南国市 医学部 高知

2017年2月24日 耳の日（3月3日）に寄せて 医学部耳鼻咽喉科助教　弘瀬かほり 高知

2017年2月24日 施設整備16億円規模　新食肉センター　検討会で県が見通し 人文社会科学部　飯國芳明教授 高知

2017年2月24日 地域と大学の連携期待　宇大でシンポ　実践例など紹介 地域協働学部 下野

2017年2月25日
ジュニア世界ツアー　スウェーデン大会　卓球浜田（附属中）組
Ｖ

附属中学校　浜田一輝さん 高知

2017年2月25日 国公立大2次試験開始　前期日程　県内3大学に4900人 高知大学 高知夕刊

2017年2月26日 県内3大学4441人挑む　国公立2次 高知大学 読売

2017年2月26日 国公立2次試験　県内3大学4439人受験 高知大学 高知

2017年2月26日 高知大などに計4441人が挑戦　国公立大2次試験 高知大学 朝日

2017年2月26日 予報精度向上へ共同研究　高知大と気象台 佐々浩司教授 読売

2017年2月26日 [聞く]地域防災力向上シンポジウム 岡村眞特任教授 高知

2017年2月26日 県内学生　奨学金負担重く　半数受給　経済苦で退学も 高知大学 高知

2017年2月26日 奨学金＝借金問題　高知の現場から上 教育学部４年　榊原真由美さん 高知

2017年2月26日 「感謝忘れず精進を」　2団体9個人　高新スポーツ賞表彰式 附属中学校　浜田一輝さん 高知

2017年2月26日 近世土佐へのいざない③　館外活動　種まき、未来につなぐ 卒業生　浜田実侑さん 高知
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2017年2月27日 小社会 高知大生 高知

2017年2月27日 奨学金＝借金問題　高知の現場から中 卒業生 高知

2017年2月27日 増やせあかうしファン　高知大研究室が模索
農林海洋科学部家畜飼養管理学研究室
松川和嗣准教授

高知

2017年2月27日 高知大、ＫＵ南国　4強　高知大油断なし サッカー部 高知

2017年2月27日 [短波]　ユズ飼料であかうしブランド化-高知大学 高知大学 高知夕刊

2017年2月28日 水が農業を変える？　産学官　普及へ本腰
高知大学
石川勝美教授

高知

2017年2月28日 続いきものがかりより　ツノナガコブシガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年2月28日 感性の2515点　こども県展開幕　県立美術館 附属小学校1年生 高知夕刊
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