
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2017年4月1日 サッカー天皇杯県予選明日決勝　高知大　王座奪還へ挑む サッカー部 高知

2017年4月1日 16年度　命の基金贈呈式　15団体に1094万円助成　高知市
医学部　微生物講座、看護学科、附属病院薬剤
部、附属病院薬剤部病棟薬剤業務室化学療法
担当

高知

2017年4月1日 土佐山診療所運営　高知大が継続へ
高知大学
脇口学長

高知

2017年4月2日 病院の実力　高知編110　脳腫瘍 医学部附属病院 読売

2017年4月2日 仏科学探査帆船　高知寄港　あすまで　土佐湾でサンゴ調査 中村洋平准教授 高知

2017年4月2日 仏の海洋観測船　高知大生ら見学「タラ号」
中村洋平准教授
院生　渡部夢実さん

読売

2017年4月2日 [取材最前線]　積み重ね 岡村眞教授/特任教授　【取材時】 愛媛

2017年4月3日 サッカー天皇杯県予選　高知Ｕ　2連覇　高知大に3-2 サッカー部 高知

2017年4月3日 高知ユナイテッド連覇　県サッカー選手権　高知大下す サッカー部 読売

2017年4月3日 大豊町太平の良さ知って　高知大生フォト婚企画 地域協働学部 高知

2017年4月3日 学び、遊べ　高知大入学式　1131人はつらつ笑顔 高知大学
高知

（夕刊）

2017年4月4日 スジアオノリ順調　室戸岬漁港養殖本格化　年2トン収穫目指す （黒潮圏総合科学専攻）　蜂谷潤さん 朝日

2017年4月4日 新生活にワクワク　高知大 高知大学 毎日

2017年4月4日 「学業に励み品性を養う」　高知大入学式で新入生 高知大学 朝日

2017年4月4日 積極的に挑戦　高知大入学式 高知大学 読売

2017年4月5日 理工学部が始動　高知大で除幕式 高知大学 朝日

2017年4月5日 気分満開　高知城三ノ丸　春点描 アカペラサークル 朝日

2017年4月6日 春の園遊会に本県から10人 脇口宏・高知大学長 高知

2017年4月6日 春の園遊会招待者 脇口宏（高知大学長） 読売

2017年4月6日 春の園遊会招待者 脇口宏（高知大学長） 朝日

2017年4月6日 春の園遊会招待者 脇口宏（高知大学長） 産経

2017年4月7日 「サッカーは判断力大切」四万十町で子どもら指導 卒業生　宮武敢司さん 高知

2017年4月7日 四国六大学野球あす開幕　高知大、工科大巻き返しへ 硬式野球部 高知

2017年4月7日 [高知ほっと情報]　ギターの沢田卓志22日にリサイタル 卒業生　沢田卓志さん
高知

（夕刊）

2017年4月8日 いきものだいすき　ドンコ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年4月8日 高知新聞「新聞と読者」委員会　問題　さらに深堀りを 地域協働学部　玉里恵美子教授 高知

2017年4月8日
花粉が事件解決！？　高知大の三宅准教授　犯罪捜査活用を
研究

理工学部生物科学科　三宅尚准教授
高知

（夕刊）

2017年4月9日 明日にはばたく　学芸員は表に出よう 卒業生　高知城歴史博物館　渡部淳館長 朝日

2017年4月10日 四国六大学　工科大先勝　高知大敗れる 硬式野球部 高知

2017年4月10日 [出放題]は分が事件解決！？ 三宅准教授
高知

（夕刊）

2017年4月11日 四国六大学　野球　高知大連敗 硬式野球部 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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2017年4月11日 六大学野球開幕 硬式野球部 朝日

2017年4月11日 [四国健康ナビ]歯科技工　石こう歯形からコンピューターへ
医学部附属病院歯科口腔外科　徳弘直也歯科
技工士

毎日

2017年4月11日
[＠大学]　地域活性化担う人材育成　各地で専門学部新設「主
体性」を重視

地域協働学部 毎日

2017年4月12日
Club's Lawn Bowls History Attracts Scholars from Kochi
University, Japan

人文社会科学部　ダレン・リングリー教授
川本真浩准教授

Hong Kong
Football Club

(monthly
magazine)

2017年4月12日 海底微生物で健康産業　海洋研、高知大　地方創生へ研究 高知大学 高知

2017年4月13日
山本憲と中国の交流著す　高知大教授ら10人　関係資料を翻
訳、研究

吉尾寛教授 高知

2017年4月14日 四万十市の課題㊦　市長選16日告示、23日投開票 高知大学 高知

2017年4月14日 マレーシアの大学長来高　３メートルの尾羽贈られ感激 高知大学 高知

2017年4月15日 地方創生推進士を初認定　高知大　2学生の活動評価 高知大学 高知

2017年4月15日
高級アオノリがピンチ　四万十市「深刻な不漁」　温暖化や港湾
工事影響か

海洋生物研究教育施設　平岡雅規准教授 毎日

2017年4月15日 いきものだいすき　タイワンヒライソモドキ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年4月16日 岡村眞・高知大名誉教授が寄稿　地震から命守る心構えを 岡村眞名誉教授 高知

2017年4月16日 次世代の医師生む契機に　高知大　中高生向け手術体験10年 医学部附属病院 高知

2017年4月16日 四国大学サッカー開幕　高知大　愛媛大に大勝 サッカー部 高知

2017年4月16日 四国六大学　工科大、高知大先勝 硬式野球部 高知

2017年4月17日 四国六大学　工科大、高知大ともに勝ち点1 硬式野球部 高知

2017年4月17日
植樹で地域元気に　西川花公園に「オーナー制」　高知大生発
案　8組がハナモモを

地域協働学部3年　米沢望さん、山田彩人さん、
堀内彩加さん

高知

2017年4月18日 ルーク教授と土佐武士
元留学生　カルフォルニア大学　ロバーツ・ルーク
教授

高知

2017年4月18日 中高生60人が模擬手術体験　高知大病院 医学部附属病院 朝日

2017年4月20日 地方創生　人材巣立て　高知大などプロジェクト 高知大学 日経

2017年4月20日 学生目線　安田を発信　高知大農学部女子　冊子作成 農学部　岡本さん、若下さん、武藤さん 読売

2017年4月20日 写真展「やや身近な野鳥」 黒潮圏総合科学専攻　学生 高知

2017年4月21日 「ひろめ市場」成功を分析　高知大　院生5人 人文社会科学専攻1年生　5名 読売

2017年4月21日
高知新聞防災プロジェクト　いのぐ　熊本地震から1年　「車中
泊」避難を考える

医学部災害・救急医療学講座　長野修特任教授 高知

2017年4月21日 首を長くした桜の開花 高知大学　学生（地域協働学部） 高知

2017年4月21日
「高知大学農林海洋科学部教養講座」　深海底の粒子をのぞい
てみよう！

村山雅史教授 高知

2017年4月22日 海外教員ら特別支援学ぶ　中南米6か国　行川学園を訪問 高知大学 高知

2017年4月22日 ベトナム農業の現状解説　高知大で交流セミナー 高知大学 高知

2017年4月22日 高知市新庁舎　丸太打設工法に熱視線 理工学部　原忠教授 高知

2017年4月22日 「あか牛」生産振興で連携　高知大など13機関が設立 松川和嗣准教授 毎日

2017年4月22日 いきものだいすき　砂ぢゃわん 町田吉彦名誉教授 高知

2017年4月22日 創生相　あす高知城歴博へ 高知大学 高知
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2017年4月22日 高知大が先勝 硬式野球部 高知

2017年4月23日 高知大勝ち点２　工科大は先勝 硬式野球部 高知

2017年4月23日 ありがとうペギーさん 卒業生　宮川さん 高知

2017年4月23日 軍学共同の動き懸念　斉藤徳島大教授が講演 高知大学 高知

2017年4月24日
創生相が高知城歴博視察
産学官民連携を評価　高知大や企業訪問

高知大学 高知

2017年4月24日 仏柔道家　和田道場で汗　12人来高　技に感激 医学部柔道部 高知

2017年4月25日
婦人科疾患　産後うつリスク　ニコチル調査　高知大「支援の指
標に」

医学部　菅沼成文教授
ムチャンガ・シファさん（留学生）

高知

2017年4月25日
産後うつ　身体的な要因　婦人科疾患歴　リスク高める
高知大が研究発表

医学部　菅沼成文教授
ムチャンガ・シファさん（留学生）

読売

2017年4月25日 日常とアートの関係探る　島崎桃代　ユニーク個展 卒業生　島崎　桃代さん 高知

2017年4月25日 山本創生相、博物館に「心から敬意」　学芸員には触れず　高知 地域協働学部　学生 北海道

2017年4月25日 高知大の試み　モデルに　地方創生　25日閣議後記者会見 地域協働学部 読売

2017年4月26日 血管映し針刺し楽に　高知大、透析患者向け装置 医学部　佐藤隆幸教授 日経

2017年4月26日 こんにち話　災害死と闘う　救命への混乱期の短縮を 卒業生　西山謹吾医師
高知

（夕刊）

2017年4月27日 高知市役所新庁舎　新工法でくい打ち 防災推進センター　原忠副センター長 読売

2017年4月27日 高知大に教職大学院　現職ら対象　18年度開設へ準備 高知大学
高知

（夕刊）

2017年4月28日 「教職大学院」設置向け準備　高知大学 高知大学 朝日

2017年4月28日
[すこやか]　「光線医療」普及、開発を　高知大医学部　センター
設置

医学部附属病院　脇口学長
花崎和弘教授、佐藤隆幸教授、井上啓史教授

高知

2017年4月28日 透析患者の血管映せた！高知大などモニター開発 医学部　佐藤隆幸教授 高知

2017年4月28日 県がレッドリスト改定案　アカメ脱「危惧種」 町田吉彦名誉教授
高知

（夕刊）

2017年4月29日 春の叙勲　輝く受章者　県関係52人 山本誠名誉教授 高知

2017年4月29日 「林鉄とユズ」日本遺産に　中芸5町村県内初認定 高知大学 高知

2017年4月29日 林鉄・ユズ日本遺産　「勝負はこれから」
高知大学
赤池　慎吾特任講師

高知

2017年4月29日 「森林鉄道とユズ」認定　日本遺産　高知東部の5町村 高知大学 日経

2017年4月29日 林鉄―ユズ　誉れの道　「日本遺産」認定　四国初の単独 赤池　慎吾特任講師 朝日

2017年4月29日 林業から「ゆずロード」評価　初の単独　日本遺産 高知大学 読売

2017年4月29日 いきものだいすき　ブルーギル 町田吉彦名誉教授 高知

2017年4月29日 欲望から派生するもの　高知市で井関さおり展 教育学部特設美術課程卒業生　井関さおりさん 高知

2017年4月30日 四国六大学　工科大、高知大ともに敗れる 硬式野球部 高知

2017年4月30日 脳性まひ　臍帯血治療開始　国内初　高知大　年内6例予定 医学部　相良祐輔前学長 高知
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