
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2018年4月1日 運営費交付金39国立大で増　改革に応じ再分配 高知大学 高知

2 2018年4月2日 高知大逆転負け　「挑戦者」で出直し誓う サッカー部 高知

3
2018年4月3日

　〔土佐あちこち〕気概の美容液　（馬路村農協との共同研究　青
玉ユズの種子エキス）

高知大学（医学部） 高知

4
2018年4月3日 1163人新生活スタート　高知大入学式 高知大学

高知
夕刊

5
2018年4月4日 教職大学院の連携で協定 高知大学　教職実践高度化専攻 日経

6

2018年4月4日
東大と高知大、アスタキサンチン産出のヘマトコッカス藻の強光
回避戦略について発表

大学院　黒潮圏総合科学専攻　関田諭子准教授
大学院　黒潮圏総合科学専攻　奥田一雄教授

日経
電子版

7
2018年4月4日 1163人ワクワク　高知大入学式 高知大学 読売

8
2018年4月4日 四国六大学野球7日開幕　工科大、高知大巻き返しへ 硬式野球部 高知

9
2018年4月5日 期待を胸に新たな一歩　高知大入学式「楽しい学生生活を」 高知大学 毎日

10
2018年4月5日 筒井さんスケッチ画30点　芸西村で企画展 故　筒井弘道教育学部元教授 高知

11
2018年4月5日 〔遠境近況〕皮膚科“最後のとりで” 元高知医科大学附属病院職員　池田政身さん 高知

12
2018年4月6日 がん在宅療養に役立てて　「土佐の夢話想」寄付で基金創設 医学部がん治療センター長 高知

13
2018年4月6日 無実の戦犯　木村久夫生誕100年　8日香美市で行事 旧制高知高校卒業生　木村久夫さん 高知

14
2018年4月6日 来社あいさつ〔新任〕

櫻井克年高知大学長、脇口宏高知地域医療支
援センター長

高知

15
2018年4月7日 来社あいさつ〔新任〕

菅沼成文医学部長、執印太郎医学部附属病院
長

高知

16
2018年4月7日 KUFC南国（昨季3位）　上位へ勢い乗る 高知大学OB 高知

17
2018年4月7日 高知新聞「新聞と読者」委員会　問題の背景踏み込んで 地域協働学部　玉里恵美子教授 高知

18
2018年4月7日 〔なんのこっちゃ総合研究所〕アメゴ冬釣り解禁を 黒笹慈幾客員教授 高知

19
2018年4月8日 四国六大学野球春季リーグ開幕 硬式野球部 朝日

20
2018年4月8日 野球〔四国六大学〕高知大が逆転で工科大に先勝 硬式野球部 高知

21
2018年4月8日 〔投書〕ありがとう高知県 卒業生　森菜摘さん 高知

22
2018年4月8日 スポーツごみ拾い高知市で30人が汗 高知大生学生グループ「スポーツ化組合」 高知

23
2018年4月9日 西敷地構想10階建て　高知市　移住者住居、高知大学舎 竹田幸博理事・事務局長　芝弘行地域連携課長 高知

24
2018年4月9日 ギャラリーが山里に元気　大豊町大平 高知大生　地域実習 高知

25
2018年4月10日 新産廃候補「防災に重点」　県有識者委選定過程を公表 理工学部　笹原克夫教授 高知

26
2018年4月10日 サワガニ色の謎追う　四国調査した2人、本出版 高知大学 朝日

27
2018年4月11日 土佐市青年団30年ぶり　20～40代15人で復活 教育学部　４年楠瀬湧大さん 高知

28
2018年4月13日

いざ医療の現場へ高知大医学部　臨床実習控えた５年生に白
衣授与

医学部 高知

29
2018年4月13日 高知市のベンチャーマイナビと業務提携　診断サイト共同運営 医学部卒業生　物部真一郎さん 高知

30
2018年4月14日 雨なし山崩れ県内でも　高知大教授が警鐘 理工学部　笹原克夫教授 高知

31
2018年4月15日 「木浦の母」と「保育の父」　古里、人への愛は共通 地域協働学部玉里恵美子教授 高知

32
2018年4月15日 四国大学サッカー開幕　高知大引き分け発進 サッカー部 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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33
2018年4月16日 野球　四国六大学　高知大と工科大連敗で勝ち点許す 硬式野球部 高知

34
2018年4月17日 〔四国健康ナビ〕冬場のノロウイルス二次感染に注意 医学部小児思春期医学講座　石原正行助教 毎日

35
2018年4月17日 土佐とフィレンツェつながる　直接の出会いより重要に 教育学部　阿部鉄太郎講師 高知

36
2018年4月18日 主な医療機関の耳・鼻・のどの手術実績（2016年） 高知大学 読売

37
2018年4月18日 〔ローカルジャーナル〕高知人文社会科学研究 人文社会科学学部 高知

38
2018年4月18日 カツオ文化日本遺産に　県民会議一本釣りや食で「物語」 受田浩之副学長 高知

39
2018年4月19日 カツオ文化日本遺産に　県民会議来春認定へ情報発信を 受田浩之副学長 毎日

40
2018年4月19日 クリープハイプ尾崎世界観さん　"おまち”でゲリラライブ

高知大学2年　安達真実子さん　（人文社会科学
部）

高知
夕刊

41
2018年4月20日 〔声ひろば〕西敷地構想に賛同 高知大学 高知

42
2018年4月20日 〔声ひろば〕枝盛の貴重な勉強会 高知大学 高知

43
2018年4月20日 高知の地域医療担い手に　総合診療専門研修に5人 医学部

高知
夕刊

44
2018年4月21日 二ホンカワウソ絶滅宣言「尚早」 町田吉彦名誉教授 朝日

45
2018年4月21日 線描写使った独自世界　日本画の石見陽奈展 教育学部卒業生　石見陽奈さん 高知

46
2018年4月21日 高知新聞防災プロジェクト　いのぐ　どうする津波避難ビル不足 岡村真名誉教授 高知

47
2018年4月21日 〔いきものだいすき〕南国市のミナミメダカ 町田吉彦名誉教授 高知

48
2018年4月22日 〔野球〕四国六大学　高知大先勝 硬式野球部 高知

49
2018年4月23日 アローズと高知大がV ハンドボール部 高知

50 2018年4月23日 高知大勝ち点２ 硬式野球部 高知

51
2018年4月24日

株式会社CAMPFIRE、高知大学地域協働学部コミュニティデザ
イン研究室と協働

地域協働学部コミュニティデザイン研究室
朝日

デジタル

52
2018年4月24日 タイ農業省　高知大と交流　覚書締結へ幹部来高 高知大学 高知

53
2018年4月24日 〔四国人〕透過性生かし光と共演 卒業生　横山明子さん 毎日

54
2018年4月26日 カツオ文化日本遺産に　県民会議来年度の認定目指す 受田浩之副学長 読売

55
2018年4月26日 国立大交付金　増額顕著に 高知大学 読売

56
2018年4月26日 ゆとりすとパークGWイベント 高知大生 高知

57
2018年4月27日 〔やまももタイムカプセル〕算数のテスト 附属小2年芳谷辰巳さん 高知

58
2018年4月27日 〔土佐の風〕若き「猟・漁師」の旅立ち 農学部　野尻幸彌さん 読売

59
2018年4月28日 新人看護師ら歩き遍路研修　高知大病院 医学部附属病院　看護師 高知

60
2018年4月28日 土佐市青年団が再発足 教育学部4年　楠瀬湧大さん 高知

61
2018年4月29日 〔土佐あちこち〕やりがい 教育学部　楠瀬湧大さん 高知

62
2018年4月29日 〔野球〕四国六大学　高知大、工科大先勝 硬式野球部 高知

63
2018年4月29日 〔サッカー〕四国大学リーグ　高知大　初勝利 サッカー部 高知

64
2018年4月29日 春の叙勲　輝く受章者 楠瀬昌彦名誉教授 高知

65
2018年4月30日 〔野球〕四国六大学　工科大勝ち点　高知大敗れる 硬式野球部 高知

66
2018年4月30日 〔バレーボール〕全日本選手権県予選　男女とも工科大制す バレーボール部 高知
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67
2018年4月30日 〔サケの乱〕第６部　資源管理の模索　県民運動　国際会議へ 受田浩之副学長 岩手日報

68 2018年4月30日 共通テ英語　民間活用13校　国立大61校は検討中 高知大学 高知


