
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2018年11月1日 「高知市良いところ発信を」　高知大生市長と意見交換 高知大生 読売

2018年11月1日 高知市長と高知大生議論　地方創生の在り方考える 高知大生 高知

2018年11月1日 「観光カリスマ」ノウハウ伝授　7日に高知大で 高知大学 朝日

2018年11月1日 故筒井さん洋画38点並ぶ　芸西村で特別展　教え子ら作品推薦 故筒井広道　元教授 高知

2018年11月2日 〔すこやかナビ〕先天性心疾患の学習会と交流会　10日いの町 医学部附属病院　小児科医山本雅樹さん 高知

2018年11月2日
〔こみゅっと〕臍帯血幹細胞治療の基礎と臨床～脳性麻痺（まひ）
疾患治療はどこまで解明されたか～

医学部産科婦人科学講座　前田長正教授 高知

2018年11月3日 〔なんのこっちゃ総合研究所〕奇跡の清流・鏡川再評価を 黒笹慈幾客員教授 高知

2018年11月3日 〔皇室ウイークリー〕海づくり大会で両陛下がご放流 海洋コア総合研究センター 産経

2018年11月3日 〔こみゅっと〕高知大学ホームカミングデー 高知大学 高知

2018年11月3日 〔いきものだいすき〕ホシザメ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年11月3日 秋の叙勲　輝く受章者 満塩博美名誉教授 高知

2018年11月3日 秋の叙勲　輝く受章者 佐藤隆 元高知大学事務局長 高知

2018年11月4日 高知大臍帯血治療が効果　脳性まひ児「運動機能が改善」 医学部附属病院 高知

2018年11月4日 マグロ＆どぶろく盛況　大月、三原の幸に笑顔 医学部6年　小山毅さん 高知

2018年11月4日 第7回終活応援セミナー 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年11月5日 第7回終活応援セミナー 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年11月5日 ユズ収穫や搾汁11人体験　室戸・吉良川町日南 地域協働学部1年　村田岳琉さん 高知

2018年11月5日 サッカー通じ国際交流　高知市　留学生らと中学生対戦 高知大学　留学生 高知

2018年11月5日 〔キャンパス探訪〕高知大「あかうし研」　希少和種手塩にかけて あかうし研 朝日

2018年11月6日 ブルーベリーワイン優勝　高知大生らのチーム 高知大生 日経

2018年11月6日 〔声ひろば〕がん征圧を願って 医学部附属病院 高知

2018年11月7日 お年寄り　音楽で心一つ　高知ボランティアホーム慰問
奇術部
医学部管弦楽団

読売

2018年11月7日 〔いきものだいすき〕ミシシッピアカミミガメ 斉藤知己准教授 高知

2018年11月7日 〔高知にJをつくる意味〕サポーター「誰かの居場所に」 ２年生　野水愛さん 高知

2018年11月7日 高知市公共工事時給下限819円　来年1月適用見通し 鈴木啓之教授 高知

2018年11月8日 第7回終活応援セミナー 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年11月8日 高知大の研究体感　物部キャンパス　子どもらに公開 高知大学 高知

2018年11月9日 第9回岡豊ふれあい総合文化祭 医学部　森木妙子先生 高知

2018年11月9日 平成高知の市町村合併　「合理化」「衰退」功罪半ば 根小田渡名誉教授 高知

2018年11月9日
県内働く女性の意識調査　夫の家事負担率2～3割　子育てと地
域の関係希薄

教育学部 森田美佐准教授 高知

2018年11月9日 高知県医師会　県民健康フォーラム2018　すいぞう腫瘍のすべて
医学部 消化器内科学 耕埼拓大講師
医学部 医療学・医療管理学分野 小林道也
教授

高知

2018年11月10日 〔いきものだいすき〕ヤマトナンカイヒトデ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年11月12日 日高メシふぇす盛況 　トマトやオムライス人気 学生サークル「あだたん」 高知

2018年11月12日 液状化　県内広範にリスク　地盤改良、避難課題 防災推進センター　原忠教授 高知

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

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2018年11月13日 高知大生と企業人議論　新設の「希望創発センター」 希望創発センター 高知

2018年11月13日
〔こみゅっと〕「のど自慢大会in大橋通り」および「ワンコイン商店
街」

人文社会科学部 高知

2018年11月13日 高知大生と企業人議論 希望創発センター 高知

2018年11月13日 行政調査テーマ　高知大生が提案　行政相談センターに 高知大学 日経

2018年11月13日 〔四国健康ナビ〕心不全正しい理解を
医学部　老年病・循環器内科学　久保亨講
師

毎日

2018年11月13日 第7回終活応援セミナー 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年11月14日 学生目線で行政課題を　総務省　高知大生と懇談 高知大学 高知

2018年11月14日 高知大生と意見交換　行政センター新たな課題発掘期待 高知大学 毎日

2018年11月14日 身近な行政改善を議論　高知大生　総務省と懇談会 高知大学 読売

2018年11月14日 第7回終活応援セミナー 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授
高知
夕刊

2018年11月14日 不安と睡眠関係学ぼう　18日出雲　島根大医学部が企画 保健管理センター　井上顕教授 中国

2018年11月15日 〔話題〕金魚セラピー 卒業生
高知
夕刊

2018年11月16日 第7回終活応援セミナー 医学部泌尿器科学講座　井上啓史教授 高知

2018年11月16日 〔こみゅっと〕第9回岡豊ふれあい総合文化祭 医学部　森木妙子先生 高知

2018年11月16日 高知大図書館が格安販売　朝倉除籍本100円、雑誌10円 学術情報基盤図書館 高知

2018年11月16日 〔話題〕四国の先に 野球部 高知

2018年11月17日 〔よさこいの「かたち」〕津まつり活性化のため 川竹大輔特任准教授 高知

2018年11月17日
〔こみゅっと〕「のど自慢大会in大橋通り」および「ワンコイン商店
街」

人文社会科学部　田中ゼミナール 高知

2018年11月17日 〔声ひろば〕母校を訪問して 卒業生　平哲也さん 高知

2018年11月17日 〔いきものだいすき〕アカエビ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年11月17日
高知ジビエもっと身近に　県庁食堂でシカ肉提供　高知大ワイン
に合わせる

高知大学 高知

2018年11月18日 〔喫水線〕プレゼント 高知大学 高知

2018年11月19日 〔声ひろば〕ホームカミングデー 卒業生　渋谷勝也 高知

2018年11月20日 見上げてごらん輝く世界 4年生　立木美佳子さん 朝日

2018年11月20日 四国の社長　松山大出身が2位　405人トップ10に香大や愛媛大 高知大学 読売

2018年11月20日 「西敷地」高知大内でも不評　教員反発「計画が不透明」 高知大学 高知

2018年11月20日 〔話題〕波打つ大地 原忠教授
高知
夕刊

2018年11月21日 主な医療機関の変形性膝関節症の治療実績（2017年） 医学部附属病院 読売

2018年11月21日 早明浦でワカサギ釣り　プレ大会　冬観光の目玉期待 3年　千頭里咲さん 高知

2018年11月21日 新種のエビ発見　沖縄で高知大准教授ら 斉藤知己准教授 毎日

2018年11月21日 文系・理系知恵を融合　国立大、垣根超えて 地域協働学部 日経

2018年11月22日 全国初工法で耐震化　本山・三山池　堤に鋼板、強度アップ 原忠教授 毎日

2018年11月22日 30日と来月1日　海洋コア研15周年シンポ 海洋コア総合研究センター 高知

2018年11月22日 高知大講師の恋愛研究紹介 仲嶺真講師 高知



日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2018年11月22日 ジャーナリスト・モーリーさん　高知の若者と公開討論へ 高知大生
高知
夕刊

2018年11月23日 レック病友の会　来月2日交流会　高知市 医学部皮膚科　藤岡愛特任助教 高知

2018年11月24日 県の北海道移民　研究10年　77歳前田さん 短期研究員　前田桂子さん 高知

2018年11月24日 室戸岬目指し400人　恒例の貫歩スタート 高知大学
高知
夕刊

2018年11月24日 史談会講座 短期研究員　前田桂子さん 高知

2018年11月24日 〔いきものだいすき〕イタヤガイ 町田吉彦名誉教授 高知

2018年11月25日 県大　焼却本全リスト公開へ 加藤勉特任シニアプロフェッサー 高知

2018年11月25日 〔こみゅっと〕第42回レックリングハウゼン病友の会交流会 医学部皮膚科　藤岡愛特任助教 高知

2018年11月25日 完全試合・松本さん高知大で講演 保健管理センター 朝日

2018年11月25日 乾癬　特徴的な赤い斑点ができる 医学部皮膚科学講座　中島喜美子准教授 聖教

2018年11月25日 〔病院の実力〕痛み緩和　温熱療法も 医学部整形外科　池内昌彦教授 高知

2018年11月26日 車いす避難「不安」　高知障害者ら防災意見交換 高知大生 毎日

2018年11月26日 大学生ら書評バトル　森田さん（高知大）全国へ 人文社会科学部2年　森田涼さん 高知

2018年11月26日 地方創生アイデア競う　高知市　大賞に山田高 高知大学 高知

2018年11月26日 就活前に経営者の生の声　宴会電車内で討論 高知大生 読売

2018年11月26日 学生と社長酌み交わす　おきゃく電車で交流会 高知大生 高知

2018年11月27日 技術開発へ研究ハウス　Next園芸協議会が会合 高知大学 高知

2018年11月27日 狩猟層拡大　魅力PR奏功 ハンターサークル「ハンプロ」 高知

2018年11月27日 土佐言葉研究　愛媛でも　吉川・高知大名誉教授 吉川義一名誉教授
高知
夕刊

2018年11月28日 社長と一杯学ぶ視点　おきゃく電車学生交流 高知大生 朝日

2018年11月28日 広島大、首位守る　大学ブランド調査　松山大躍進3位 高知大学 日経

2018年11月28日 室戸貫歩食事で応援　地元有志　夜通し羽根町で 高知大学 高知

2018年11月28日
「西敷地」議案先送り　市議は
教授会が入居反対決議高知大学地域協働学部「破綻を危惧」

高知大学 高知

2018年11月29日 〔話題〕市長の資質 高知大生
高知
夕刊

2018年11月30日 〔すこやかナビ〕高知大医学部で乾癬治療学習会 医学部皮膚科学講座　佐藤栄紀教授 高知

2018年11月30日
高知大海洋コア総合研究センター設立15周年記念公開シンポジ
ウム

海洋コア総合研究センター 朝日

2018年11月30日 旧陸軍の施設保存・活用探る　2日、高知でシンポ 小幡尚教授 読売


