
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2017年9月1日 スポーツテーマに福祉レクセミナー　１０日高知市 教育学部　神谷一成教授 高知

2017年9月1日 高知大学南溟会（なんめいかい）記念講演 高知大学 高知

2017年9月1日 第6回幸せの終活「終活応援セミナー」 医学部皮膚科　佐野栄紀教授 高知

2017年9月2日 [すっぴんボイス拡大版]　目指せ健康長寿県 高知大　20代　男性 高知

2017年9月2日 [いきものだいすき]イソガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年9月2日 サッカー全日本大学とトーナメント　高知大　九産大に0-3 サッカー部 高知

2017年9月3日 宿毛湾の漁業考える　高知大など公開シンポ 高知大学 高知

2017年9月3日 第6回幸せの終活「終活応援セミナー」 医学部皮膚科　佐野栄紀教授 高知

2017年9月3日
合唱コンクール四国大会　土佐女子中　全国へ
高知大附属中・高知学芸中・高知大は「銀」

高知大附属中
高知大学　合唱団

朝日

2017年9月3日 四国六大学　工科大が先勝　高知大敗れる 硬式野球部 高知

2017年9月3日 四国六大学　工科大勝ち点２　高知大は連敗 硬式野球部 高知

2017年9月5日 カツオ移動ルート解明へ　研究者ら土佐湾にも観測機器 受田　浩之副学長 高知

2017年9月5日 高知市　阿部鉄太郎ら彫刻3人展　伊での展覧会開催めざし 阿部　鉄太郎講師 高知

2017年9月5日 県骨髄移植講演会＆ドナー登録会 医学部助教 朝日

2017年9月7日 「一番弱い者　見捨てない」　高知　元県教育長　人権研修で講演 附属特別支援学校 読売

2017年9月7日 新産廃　県公募に4件　第１候補104ヵ所へ追加 笹原　克夫教授 高知

2017年9月8日 [すこやか]大腸がん　毎年検診を　高知市で講座
小林道也がん治療センター長
内視鏡診療部　水田洋助教

高知

2017年9月8日 命守る防災報道考える　本県で「地方紙フォーラム」 岡村眞名誉教授 高知

2017年9月8日 [学ぶ]地域と大学を結ぶ会 医学部附属病院薬剤部　片岡晃一先生 高知

2017年9月8日 高知大「起業部」デビュー　地域協働学部の2人 地域協働学部
高知
夕刊

2017年9月9日 [特集]高知大（入試情報） 高知大学 高知

2017年9月9日 [いきものだいすき]浦ノ内湾のアサリ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年9月10日 四国六大学　高知大、工科大先勝 硬式野球部 高知

2017年9月11日 四国六大学　高知大、工科大勝ち点ならず 硬式野球部
高知
夕刊

2017年9月11日 有望選手育成へヒント　高知市でフォーラム 矢野　宏光准教授
高知
夕刊

2017年9月12日 「信長倒し室町再興」光秀の政権構想 津野　倫明教授 読売

2017年9月12日
光秀、狙いは室町幕府再興？「本能寺の変」10日後の書状原本
「秀光の単独謀反を否定」

人文社会科学部　津野　倫明教授 産経

2017年9月12日 「本能寺」光秀の心にじむ直筆 津野　倫明教授
朝日

（名古屋版）

2017年9月12日 大学生の感性　旅行商品に　JR四国と4国立大協定 高知大学 高知

2017年9月12日 若者の視点で旅行計画　JR四国と4国立大連携 高知大学 日経

2017年9月12日 旅行商品　共同開発へ JR四国と4国立大が協定 高知大学 産経

2017年9月12日 JR四国・4県国立大が協定　学生発のツアーが目的 高知大学 朝日

2017年9月12日 地域活性化へ連携協定　JR四国と四国国立4大学 高知大学 愛媛

2017年9月12日 旅行商品　学生と開発　JR四国×4県の国立大　連携協定 高知大学 四国

2017年9月12日 地域・観光振興で協定　ＪＲ四国・4国立大　締結 高知大学 徳島

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2017年9月12日 [四国健康ナビ]海外に出かける時の予防接種
医学部附属病院総合診療部　武内世生
病院教授

毎日

2017年9月12日 触れて動く柔らかい絵　高知市の谷脇翠実験作8点展示 卒業生　谷脇翠さん 高知

2017年9月13日 小学生サッカー競技者増加傾向　（四万十）
卒業生　サッカー部ＯＢ
バレー部

高知

2017年9月13日 書の筆遣い　立体で表現　高知市　北川修久さんら展覧会 北川修久名誉教授 高知

2017年9月14日 四国の4国立大　ＪＲ四国と協定　地域活性化で連携 高知大学 産経

2017年9月14日 「皮膚ガントリアージ」9月18日開催 医学部皮膚科学講座
高知

（K＋）

2017年9月14日 地域と大学を結ぶ会 医学部附属病院薬剤部　片岡晃一先生 高知

2017年9月15日 四国4国立大と協定　ＪＲ四国　地域活性化で連携 高知大学 毎日

2017年9月15日 [すこやか]皮膚のできもの診断を 医学部皮膚科　佐野栄紀教授 高知

2017年9月16日 [いきものだいすき]カラドジョウ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年9月16日 高知大学教職大学院を認可　来年4月開設1期生募集 高知大学 高知

2017年9月17日 [明日にはばたく]　シカ食害と闘い10年 依光良三名誉教授 高知

2017年9月18日 [高知ほっと情報]あなむとキャス　22日高知ライブ 卒業生　KYAS（キャス）さん 高知

2017年9月18日 [所感雑感]よさこい「希少種」のこと 南溟寮　日章踊り子隊 高知

2017年9月18日 アートで奈半利の町結ぶ　都築房子展 卒業生　都築房子さん 高知

2017年9月18日 ロコモを知ろう！高知編
医学部附属病院　リハビリテーション部
石田健司准教授

高知

2017年9月18日 教職大学院認可　来年4月に開設　高知大 高知大学 読売

2017年9月18日 高知大学に教職大学院 高知大学 日本教育

2017年9月19日 四国六大学野球　高知　工科大に先勝 硬式野球部 高知

2017年9月19日 皮膚がん診断に370人　高知大　中央公園でトリアージ
医学部皮膚科学講座
佐野栄紀教授

高知

2017年9月19日 平成29年度高知大学出前公開講座in宿毛市 高知大学 高知

2017年9月19日
別離ネズミ　痛みに過敏？　大迫・高知大准教授　ストレス関連研
究

医学部解剖学講座　大迫洋治准教授
高知

（夕刊）

2017年9月20日 四国六大学野球　工科大勝ち点３ 硬式野球部 高知

2017年9月21日
大豊をブルーベリーの里に　西日本高速、高知大、町、農家　産学
官民でブランド化

地域協働学部
辻田宏副学長

高知

2017年9月21日 県産振計画「地産」強化へ　フォロー委　人手不足も背景 受田浩之副学長 高知

2017年9月21日 来春から高知大　教職大学院設置　指導力向上目指す 高知大学 朝日

2017年9月22日 県内最低賃金22円引き上げ　高知労働局 中川香代教授 毎日

2017年9月22日 [すこやか]患者が望む場所で最期を　「意思決定支えたい」 高知大病院 高知

2017年9月22日 [投書]ディランのように 附属小6年　中城さん 高知

2017年9月22日 田内さんひ孫　高知大大学院修了　木浦と高知　友好の懸け橋 大学院生　呉琇賢さん
高知

（夕刊）

2017年9月23日 [いきものだいすき]ニホンスナモグリ 町田吉彦名誉教授 高知

2017年9月23日 [おきゃくトーク]「高知で次世代育成を」 元非常勤講師　泉田優さん 毎日

2017年9月23日 よさこいに参加し土佐定着の証し？　高知大調査、率高い傾向
地域連携推進センター　川竹大輔特任
准教授

日経

2017年9月24日 高知大　全国逃す　大学駅伝中四国選考会 陸上競技部 朝日

2017年9月24日 四国六大学野球　高知大最下位　入れ替え戦へ 硬式野球部 高知
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新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2017年9月25日 津波に触れる 高知大学 高知

2017年9月26日 棚田に光のアート　大豊町で「灯りの里」　「未来へツナグ」の文字も 学生 高知

2017年9月26日 工科大が3位　高知大は6位　四国六大学野球 硬式野球部 朝日

2017年9月27日 地域医療に情報技術活用　執行部　電子カルテ共有など推進 高知大学
高知

（夕刊）

2017年9月28日 八畝の魅力知って　大豊町　30日、来月1日　演劇や農作業体験 学生ボランティアＭＢ 高知

2017年9月28日 [論壇時評]　選挙を前に　政治は社会に追いつくか 遠藤晶久（講師） 朝日

2017年9月28日 論壇委員が選ぶ今月の3点 遠藤晶久（講師） 朝日

2017年9月30日
2017年度秋　厚生文化事業助成金　八畝 AUTUMN FESTA実行委
員会

高知大学生 高知

2017年9月30日 [総論各論]受け手との建設的関係を　再考される政治報道 遠藤晶久（講師）

高知
10/3琉球新報・

秋田魁
10/4信濃毎日
10/5神戸・下野
10/9愛媛・京都
（共同通信配信）

2017年9月30日 [いきものだいすき]　ケマンガイ 町田吉彦名誉教授 高知


