
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2018年2月1日 うちのセンセイ＠高知　人と海との共存問いかけ 農学部卒業生　神田優さん 読売

2018年2月1日 ［やいろ鳥］サッカー協力隊員　奮闘 卒業生　サッカー部OB　宮武敢司さん 高知

2018年2月1日
市民公開シンポジウム「南海トラフ地震」～私たちに今できること
～

岡村眞名誉教授 高知

2018年2月1日 近世「土佐材木流通」の歴史を学ぼう！ 教育学部地理研究室　中村努さん 高知

2018年2月1日 わたし鬼嫁？　アスペルガーの夫、カサンドラの妻４
医学部神経性新科学教室　下寺信次准教
授

高知
（夕刊）

2018年2月2日 高知「省エネ下水」先進地に　産学官が連携　導入進む 農林海洋科学部　藤原拓教授 日経

2018年2月2日 新産廃候補地3か所　有識者委選定 笹原　克夫教授 高知

2018年2月3日 新処分場に3候補地 笹原　克夫教授 朝日

2018年2月3日 ［いきものだいすき］　キモガニ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年2月3日 相互理解へドラマ教育　スウェーデンの教授指導　佐川町 教育学部　是永かな子准教授 高知

2018年2月4日
病院の実力186　皮膚がん
高知編120　皮膚の病気

医学部附属病院 読売

2018年2月4日 第20回「青少年のための科学の祭典」高知大会 教育学部理科教育研究室 高知

2018年2月4日 災害備え「かまどベンチ」西土佐中　寄贈受け炊き出し
大槻知史准教授
防災すけっと隊

高知

2018年2月4日 新堀川　形変えず整備を　有志の会　歴史家らと提案 岩佐和幸教授 高知

2018年2月6日 海と生きる黒潮センター長　高知大生が小冊子 地域協働学部2年生　学生団体FORCO
高知

（夕刊）

2018年2月7日 処分場候補地3カ所に　県発表　最終選定時期は未定 笹原　克夫教授 毎日

2018年2月7日 ［告知板］地方が描く日本の未来 高知大学 朝日

2018年2月7日 ［聞く］講演「高齢者の悩みと心配」 森　惟明名誉教授 高知

2018年2月8日 来月4日　がんに関する市民公開講座 医学部・病院事務部学生課がんプロ担当 高知

2018年2月8日 高知大名誉教授　吉川さん「八十歳からの雑文集」 吉川義一名誉教授 高知

2018年2月9日 森田療法の意義考える講演会　高知市で25日 医学部精神科　上村直人医師 高知

2018年2月9日 第42回幡多ふれあい医療公開講座
医学部内分泌代謝・腎臓内科　平野世紀医
師

読売

2018年2月9日 「青少年のための科学の祭典」高知大会 高知大学 朝日

2018年2月9日 高知市で子育て講演会　小１おおらかに接して エコチル調査高知ユニットセンター 高知

2018年2月9日 第62回県出版文化賞を選んで 大学院修了生　前田　桂子さん 高知

2018年2月10日 ［いきものだいすき］浦ノ内湾のアカエイ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年2月10日 第48回高知大学書道部OB展 高知大学書道部OB 高知

2018年2月10日 講演「高齢者の悩みと心配」 森　惟明名誉教授 高知

2018年2月10日 山田高生　県に政策提言　斬新な高知PR案も 高知大学　学生 高知

2018年2月11日 第20回「青少年のための科学の祭典」高知大会 高知大学 高知

2018年2月11日
不思議伝え「科学祭典」20年　有志　手弁当で運営　高知大で明
日"記念大会"

高知大学
原田哲夫教育学部教授
教育学部4年　村上瑠菜さん

高知

2018年2月12日 県内3団体全国へ　アンサンブル四国大会
高知大（クラリネット四重奏）
高知音棟ウインドオーケストラ（金管八重
奏）

朝日

2018年2月12日 ［所感雑感］協働、学生、結い 地域協働学部　石筒覚准教授 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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2018年2月13日 高知バッハカンタータフェライン第21回演奏会 小原浄二教育学部教授 朝日

2018年2月13日 科学の楽しみ親子で触れる　高知大で「祭典」 高知大学 朝日

2018年2月13日 四万十川スジアオノリ　きょう2年ぶり入札 高知大学 高知

2018年2月14日 第48回高知大学書道部OB展 高知大学書道部OB 高知

2018年2月14日 ［時代の証言者］　冤罪のち次官　村木厚子 卒業生　村木厚子さん 読売

2018年2月14日 四万十町で18日にビジネスプランコンテスト最終審査 高知大学　講師ら 高知

2018年2月14日
藩政期のヒノキ出荷が縁　本山町　大阪市と交流模索　住民　高
知大と共同で

教育学部　中村努講師
梶秀樹高知大地域コーディネーター

高知

2018年2月14日 地域性生かし国際協力　高知JICA四国が活動報告 高知大学 読売

2018年2月14日 国際協力で地域おこし　県とJICAがセミナー　高知市
高知大学
国際交流団体「国際茶屋」

高知

2018年2月15日 旅行の新しい価値提案を　観光フォーラムに1200人 黒笹慈幾特任教授 高知

2018年2月15日 人工ぼうこう患者会が講座　来月4日　高知市 医学部泌尿器科学講座
高知

（夕刊）

2018年2月15日 医療SWの役割学ぶ研修
医学部附属病院地域医療連携室　医療ソー
シャルワーカー　大野由岐子さん

高知
（夕刊）

2018年2月16日
スマホ断捨離ツアー・廃校観光・・・
JR四国・4国立大開発

高知大学
学生　立野　雄二郎さん

日経

2018年2月16日 ［NIE教育に新聞を］24日に実践報告会　高知市で推進委 藤田詠司教育学部長 高知

2018年2月16日 子ども食堂で意見交換　県内外4大学生が初交流 学生 高知

2018年2月16日 春の彩り　日本画22点　高知大生ら合同展　高知市19日まで 教育学部　日本画を学ぶ学生・卒業生 高知

2018年2月17日 ［いきものだいすき］　ヘナタリ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年2月17日 第48回高知大学書道部OB展 書道部OB 高知

2018年2月17日 高知市長に同行　高知大2人"実習"　最終日に懇談会 2年　高橋伸幸さん　筒井祐吏さん 高知

2018年2月17日 高知大病院の新院長に執印氏 執印太郎研究・医療担当理事、副学長 朝日

2018年2月18日 ［2018高知龍馬マラソン］息子がつないだご縁 高知大学 高知

2018年2月19日
四万十町の活性化案競う　大賞に製材業の男性「町産材で仮設
住宅」

地域協働学部　須藤順講師 高知

2018年2月19日 2018高知龍馬マラソン　男女レース経過 学生　橋本翔馬さん 高知

2018年2月20日 弾薬庫の文化財指定を 高知大学 高知

2018年2月20日 支援学校技能検定1級14人に認定証　県庁で授与式
附属特別支援学校　山田さん　川渕さん、山
崎さん

高知

2018年2月20日 入試解答例　公表か否か　出題ミス防止　対応割れる大学 高知大学 朝日

2018年2月20日 ［四国健康ナビ］　子どもの肥満にも生活習慣改善を 医学部附属病院小児科　荒木まり子助教 毎日

2018年2月20日 精神科入院　18年度再開　医療センター　4.2億円赤字予算可決 高知大学 高知

2018年2月20日 高知大附属病院新委員長に執印氏　4月から 執印太郎理事（研究・医療担当）、副学長 高知

2018年2月21日
田沢湖湖底調査報告会　水質改善に可能性　仙北市　秋大教授
ら3人解説

松岡裕美准教授 秋田さきがけ

2018年2月21日 ［いきものだいすき］アカウミガメの産卵
総合研究センター海洋生物研究教育施設
斉藤知己准教授

高知

2018年2月21日 ［いのぐ］県内3大学生地震対策研究　具体情報元に準備必要 人文学部　4年　藤田晋太朗さん 高知

2018年2月21日 瑞山から方言　学ぶぜよ 人文社会科学部　上野智子教授 読売

2018年2月21日 19年度内開校含め早期設置望ましい 柳林信彦准教授 読売
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2018年2月22日
［読もっか　こども高知新聞］　いのぐ記者がアンケート　防災活動
はめんどくさい？

地域協働学部　大槻知史准教授 高知

2018年2月22日 ［ひとととさ　人×高知×今を］　１１９　文本酒造蔵人 卒業生　小笠原　康真さん 高知

2018年2月22日 仁淀川流域でひな飾り24日から えんむすび隊 高知

2018年2月22日 半数弱　解答例開示せず　国立大　昨年の入試 開示している大学　高知大学 毎日

2018年2月23日 ［すこやか］光線医療　高知から発信　光の日（3月8日）に寄せて
医学部附属病院光線医療センター　花崎和
弘センター長

高知

2018年2月23日 高知市であす室戸ジオフェスタ 高知大学 高知

2018年2月24日 あかうし肥育向上へ連携　高知大など生産者に研究発表 農林海洋科学部　松川和嗣准教授 高知

2018年2月24日
黒潮町じぃんず工房」　高知大生とデニム新製品　模様入り円形
マット

地域協働学部コミュニティデザイン研究室
学生

高知

2018年2月24日 ［いきものだいすき］　ヤマトホンヤドカリ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年2月24日
公開講演会「高知が生んだ森田正馬と生家保存を願う会の活動
とその意義」

医学部精神科　上村直人講師 高知

2018年2月25日 主体的学び　新聞で　高知市　県内8校が実践報告 藤田詠司教育学部長 高知

2018年2月25日 小中高8校での実践例など報告 藤田詠司教育学部長 朝日

2018年2月25日 8校が取り組み発表　解説面活用し小論文など 藤田詠司教育学部長 毎日

2018年2月25日 8実践指定校取り組み報告 藤田詠司教育学部長 毎日

2018年2月26日 県内3大学3231人受験　国公立2時 高知大学 高知

2018年2月26日 「今までの頑張り　発揮する」　国公立3大学　2次前期入試 高知大学 読売

2018年2月26日 国公立2次試験　前期日程始まる　県内大　3465人志願 高知大学 朝日

2018年2月26日 防止や地域振興提言　国内外大学生20人　課題を調査 高知大学 高知

2018年2月26日 高知大生　災害に強い部屋に　受験生の保護者に指南 学生サークル「防災すけっと隊」 高知

2018年2月28日 土佐古地図ナビ　史跡散策　致道館跡 高知師範学校（現高知大学） 高知

2018年2月28日 世界腎臓DAY2018 高知CKD対策学術講演会 医学部　寺田典生教授　永野靖典助教 高知


