
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3月1日 ラミレス　待ちに待った7日高知入り　関係者ら活躍期待 高知大学 読売

2017年3月1日 規格外野菜の活用が受賞　高知のビジネスコンテスト
学生　鈴木博文さん（ローカル・ビジネス部門
最優秀賞　「ドリームドライビング」）

日経

2017年3月1日 [イベント]地域防災シンポジウム 岡村眞特任教授、防災すけっと隊 高知

2017年3月1日 バッハカンタータ20周年記念演奏会　5日　高知市 小原浄二教授 高知夕刊

2017年3月2日 大臣表彰　優秀教職員 教育学部附属中学校　岡本士朗教諭 高知

2017年3月2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3月3日 [音楽]高知バッハカンタータフェライン創立20周年記念演奏会 学生 朝日

2017年3月3日 [高知大学医学部健康よろず相談]　残尿感が続いています
医学部附属病院泌尿器科　久野貴平特任助
教

高知

2017年3月4日 高知新聞ＮＩＥ　実践指定8校報告　新聞活用　多彩に展開 藤田詠司教育学部長 高知

2017年3月5日 県内の環境紛争知ろう　高知大新保　ビキニ被ばくなど紹介 高知大学　研究者 高知

2017年3月5日 病院の実力　高知編109　災害拠点病院 医学部附属病院 読売

2017年3月5日 大学　軍学分離4割支持　全国調査　変更容認ゼロ 高知大学 高知

2017年3月6日 「環境紛争」でシンポ　高知　窪川原発やビキニ被爆 高知大学　研究者 朝日

2017年3月6日 「涙もばねに頑張った」　こども県展　150人を表彰 高知大附属小・中学校 高知

2017年3月7日 続いきものがかりより　イットウダイ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年3月7日 [四国健康ナビ]　糖尿病網膜症について 医学部附属病院眼科　西内貴史助教 毎日

2017年3月7日 バッハ歌い20年　高知の合唱団　記念演奏会 小原浄二教授 朝日

2017年3月7日 「国変えるのは地方」　石破前地方創生相講演 高知大学 読売

2017年3月7日 地方創生　大学の役割探る　高知市　シンポに県内外400人 高知大学 高知

2017年3月7日 喜びかみしめて　高知大前期合格発表 高知大学 高知夕刊

2017年3月7日 710人に春　高知大　前期合格発表 高知大学 読売

2017年3月8日 地方へ移住　大学後押し　高知大　特産ＰＲ担い手集め
地域連携推進センター　梶英樹地域コーディ
ネータ―

日経

2017年3月8日 [イベント]地域防災シンポジウム 岡村眞特任教授、防災すけっと隊 高知

2017年3月8日 妊婦9割が養蚕不足　県内など「エコチル調査」
エコチル調査高知ユニットセンター（高知大学
医学部）

高知夕刊

2017年3月9日 [とさトピ]14日に高知市の武家屋敷で学習会 元留学生　ロバーツ・ルークさん 高知

2017年3月9日 「地方経済　分析研究を」　高知大シンポ　石破氏が特別講演 高知大学 毎日

2017年3月10日 県内硬式4チーム　最強は？　あすから高知球場で対戦 硬式野球部 高知

2017年3月10日 高知文学学校へのお誘い　人生の杖、お探しでは？
瀬戸武彦名誉教授、武藤整司教授、高橋俊
教授、田鎖数馬准教授

高知

2017年3月10日 3.11忘れない　「東の空へ歌よとどけ」高知市 学生　3年生　山下耀子さん 高知

2017年3月10日 道交法改正で県警試算　認知症受診14倍660人に 医学部附属病院　上村直人医師 高知

2017年3月10日
「ちっくと教えて」来月から健康講座に　高知大医学部への質問
コーナー

医学部 高知

2017年3月10日 防災通じ学生と地域交流　高知大震災6年で企画 サークル「防災すけっと隊」 高知
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2017年3月10日
避難　助け合いの心で　東日本大震災　6年
高知大生が追悼式　住民と炊き出し訓練も

学生団体「防災すけっと隊」 毎日

2017年3月10日 高知大生と住民　炊き出し訓練　「顔見える関係育む」 学生サークル「防災すけっと隊」 朝日

2017年3月10日 備える教訓編　津波堆積物　命守る指標 岡村眞特任教授 朝日

2017年3月10日 大月町の課題上　防災への関心高まらず 防災推進センター　原忠副センタ―長 高知

2017年3月10日 県内国公立大　前期1269人合格 高知大学 高知

2017年3月10日 あすスペイン料理と踊り
元教育学部附属特別支援学校　非常勤講師
堅田幸子さん

高知

2017年3月11日 高知大生　地域と防災　炊き出し訓練や追悼灯篭 学生サークル「防災すけっと隊」 読売

2017年3月11日
巻き貝は"津波に負げねぞ"　研究チーム発表　震災後も遺伝
的多様性維持

三浦収准教授 しんぶん赤旗

2017年3月12日
伊方耐震基準「過小評価」　岡村特任教授（高知大）活断層題
材に講演　松山市

防災推進センター　岡村眞特任教授 高知

2017年3月12日 防災講座や炊き出し訓練　黒潮の小学生や住民ら
地域協働学部　大槻知史准教授
防災サークル「防災すけっと隊」

朝日

2017年3月12日 野球　べろべろカップ　四銀、ＦＤ決勝へ 硬式野球部 高知

2017年3月12日 「べろべろの神様」杯　高知で野球大会開幕 硬式野球部 読売

2017年3月13日 ＦＤ四銀破り優勝　8-6　マニー出場せず 硬式野球部 高知

2017年3月13日 魚梁瀬林鉄便乗全国3位　昭和初期　高知大研究者が報告
人文社会科学部　吉尾寛教授
赤池慎吾特任講師

高知

2017年3月13日 県内3大学入試　高貴は1050人受験 高知大学 高知

2017年3月14日 続いきものがかりより　トガリオウギガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年3月14日 遺伝子多様性残った　巻き貝津波被害後も 三浦収准教授
毎日

（夕刊）

2017年3月15日 県内公立校　3859人春来た 附属中学校3年　筒井萌さん 読売

2017年3月15日 地震予兆　地殻異変から　高知市でシンポ　研究者ら報告 岡村眞特任教授 高知

2017年3月15日 議会　南国市　高知大医学部周辺開発規制一部緩和 高知大学 高知

2017年3月15日
赤や黄鮮やか　料理に彩り　「ＳＮＳ映え」パプリカ人気
高知や北海道　需要受け生産参入活発化

高知大学
信濃毎日
（夕刊）

2017年3月16日 死因画像診断　県内3割　医療機関　全国並み水準 医学部法医学教室　古宮淳一教授 高知

2017年3月16日 健康に関する個別相談 植田咊佐名誉教授 高知

2017年3月16日 [学ぶ]健康学習講座「孤立・閉じこもり・貧困を予防するには」 森惟名名誉教授 高知

2017年3月16日 あかうし生産増へ連携　高知大など13機関　ネットワーク設立 松川和嗣准教授 日経

2017年3月16日 津波後も遺伝子多様性残る　生息数激減巻き貝復活に期待 三浦収准教授 毎日

2017年3月17日 がん闘病中の外科医　西村元一さん講演会 医学部附属病院 高知

2017年3月17日 防災かまどベンチ黒潮の小学校に寄贈　中村の建設組合
高知大学
防災サークル「防止すけっと隊」

読売

2017年3月17日 春　点描　ご先祖様しのんでね 附属小学校　児童 朝日

2017年3月18日 医師試験8533人合格 高知大学 高知

2017年3月18日
浅田舞さん　八畝を訪問　大豊町　学生団体と農作業体験
地域貢献の大賞受賞ＰＲ

ボランティア団体「ＭＢ」
ＭＢ代表　宮城諒太さん

高知

2017年3月18日 タイ農業省高官　尾﨑知事と懇談 高知大学 高知

2017年3月19日
あか牛生産強化へ連携　高知大など13機関　組織立ち上げ　南
国市でシンポ

高知大学
農林海洋科学部　松川和嗣准教授

高知

2017年3月20日 決勝は高知Ｕ-高知大　サッカー天皇杯県予選準決勝 サッカー部 高知
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2017年3月21日 2017年第1回はじめのいっぽ講演会「認知症と薬」 医学部　上村直人講師（神経精神科学） 高知

2017年3月21日 カワウソ生存の可能性　高知大・町田名誉教授が講演 町田吉彦名誉教授 高知

2017年3月21日 続いきものがかりより　梼原町の在来アマゴ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年3月21日 使命と希望胸に一歩　県大で卒業式 高知大学 高知夕刊

2017年3月22日 シュールな表現貫いて　高知市で稲田友加里展 卒業生　稲田友加里さん 高知

2017年3月23日 44連隊弾薬庫保存を　25日学習見学会　高知市 高知大学 高知

2017年3月23日 「余命半年、僕はこうして乗り越えた！」著者講演会 医学部附属病院 高知

2017年3月23日
高齢者移住で経済効果を　土佐町でシンポ　嶺北版ＣＣＲＣ構
想発表

地域コーディネータ―　梶英樹さん
黒笹慈幾特任教授

高知

2017年3月23日 藻～すごい世界に触れて　今日から全国学会　高知市
奥田一雄教授
峯一朗准教授

高知

2017年3月24日 中芸地域の日本遺産申請「森林鉄道とユズ」の再発見 人文社会科学部　岩佐光広准教授 高知

2017年3月24日 高知大学医学部附属病院　インテリジェント手術室県内初導入 医学部附属病院 高知

2017年3月24日
県東部がん診療向上を　高知大、あき総合　連携協定
合同症例検討や人材交流

医学部附属病院
横山彰仁院長

高知

2017年3月24日 高知大1081人理想へ一歩 高知大学 読売

2017年3月24日 県内国公立大後期264人合格 高知大学 高知

2017年3月25日 宮路電機　奨学金返還支援 高知大学 高知

2017年3月26日
津波で壊滅的被害　海辺の生物　多様性維持
巻き貝　ＤＮＡ調査で判明

農林海洋科学部　三浦収准教授 河北新報社

2017年3月26日
教えて！にゅーすけ　県内　あかうし生産強化へネットワーク設
立

高知大学 高知

2017年3月26日 旧陸軍施設の見学会　近隣住民ら当時の様子説明 高知大学在学者 毎日

2017年3月27日 林鉄　年5万人の軌跡　高知大講師が戦前の記録発見 地域連携推進センター　赤池慎吾講師 朝日

2017年3月27日
パプリカが人気　彩りアップ料理に見栄え　ＪＡ南国市など国内
生産参入相次ぐ

高知大学 高知夕刊

2017年3月28日 続いきものがかりより　ツタノハガイ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年3月28日 旧陸軍施設　保存訴え「戦争学べる身近な史跡」 小幡尚教授 朝日

2017年3月28日 武家屋敷の活性化議論　高知市で市民と研究者ら
元留学生　カルフォルニア大学サンタバーバ
ラ校ルーク・ロバーツ教授

朝日

2017年3月28日 高知大生　地域貢献活動で大賞　伝統野菜　栽培して焼酎に 学生ボランティア団体ＭＢ 朝日

2017年3月29日 「あかうし」生産増へ振興組織 高知大学農林海洋科学部 日経

2017年3月29日 「褐毛和種」に振興ネット　高知大、研究機関、生産者ら結成 松川和嗣准教授 読売

2017年3月29日 ニホンカワウソの調査を　高知大教授　シンポでスケッチ示す 町田吉彦名誉教授 毎日

2017年3月29日 横山まんが館長　永野氏就任へ 卒業生　長野貴代美さん 高知

2017年3月29日 2017年第1回はじめのいっぽ講演会「認知症と薬」 医学部　上村直人講師（神経精神科学） 高知

2017年3月29日 県第3期振興計画改定　フォロー委了承「計画は順調」 受田浩之副学長 高知

2017年3月29日
尾﨑知事　高知大との家庭医療学講座の設置に関する基本協
定締結式

高知大学 高知

2017年3月29日 地域志す医師育成を　高知大講座　県の寄付5年延長
医学部
脇口宏学長、阿波谷敏英教授

高知
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2017年3月29日 [高知ほっと情報]　マンドリンオケ公演 高知大学マンドリンクラブＯＢ・ＯＧ
高知

（夕刊）

2017年3月30日 土佐まるごとビジネスアカデミー
土佐ＦＢＣ
中川香代教授

高知

2017年3月30日 須崎市と高知大留学生が設計へ　廃業病院を交流拠点に
地域協働学部　大槻知史准教授
サッサリ大学からの留学生

高知

2017年3月30日 伊留学生須崎を調査　防災や街づくり提言へ
大槻知史准教授
サッサリ大学からの留学生

読売

2017年3月30日
防災まちづくり「中心市街地に拠点」須崎で検討会　高知大生ら
が提案

大槻知史准教授
サッサリ大学からの留学生

毎日

2017年3月30日 高知大学「土佐ＦＢＣ」受講生募集 高知大学 高知

2017年3月30日 生命の基金　16年度助成内容

医学部微生物講座（大畑雅典教授）
医学部附属病院看護学科（杉本加代講師）
医学部附属病院薬剤部（宮村充彦教授）
医学部附属病院薬剤部病棟薬剤業務室化学
療法担当（野村政孝室長）

高知

2017年3月30日
デフリンピック出場　医師国家試験に合格　狩野さん（高知大医
学部）二重の喜び　「高知に恩返しを」

医学部医学科　狩野拓也さん
高知

（夕刊）

2017年3月31日 県内大学生半数が奨学金利用　使い道「生活費」トップ 学生 高知

2017年3月31日 高知出版学術賞に2点
井出幸男名誉教授
田鎖数馬准教授

高知
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