
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2019年4月1日 決勝は高知U-KU南国　KU中田これが最後？ サッカー部OB 高知

2 2019年4月2日 高知大　キャリア教育に力　労働局と協定　講座開講 高知大学　櫻井克年学長 読売

3
2019年4月2日 〔四国健康ナビ〕サルコペニアとフレイルについて 高知大学医学部リハビリテーション部　小川真輝 毎日

4
2019年4月2日 高知ジュニアオーケストラ 教育学部准教授　前田克治 高知

5
2019年4月2日 〔いきものだいすき〕ベニオキナエビス 町田吉彦教授 高知

6 2019年4月3日 568人希望胸に第一歩　高知工科大入学式 高知大学 高知

7
2019年4月4日 〔色彩水族館〕マダイ 蒲原稔治名誉教授 高知

8
2019年4月4日 抽象はらむ丹念な描写　石見陽奈が絵画展 卒業生　石見陽奈さん 高知

9
2019年4月4日 希望あふれる学生生活　高知大1337人が入学 高知大学 読売

10
2019年4月4日 よんでん芸術文化賞　功労賞　森本さん（洋画家） 卒業生　森本忠彦さん 高知

11
2019年4月4日 JTフォーラム　ひとのときを、想う。 受田浩之副学長 高知

12
2019年4月4日

期待胸に夢への一歩　高知大で入学式　「磨く前の原石」1337
人

高知大学 毎日

13
2019年4月5日 四国六大学野球あす開幕　高知大巻き返し図る 野球部 高知

14
2019年4月5日 女性社長と学生　飲み会 高知大生 日経

15
2019年4月5日 PRP股関節治療に　高知大　国内初臨床研究 岡上裕介講師 高知

16
2019年4月6日 めいすいくん「投票に行って」高知大で啓発活動 高知大学 朝日

17
2019年4月6日 高知大生2人に委嘱　県警　少年警察ボランティア 高知大生 高知

18
2019年4月6日 子どものサポート2大学生に委嘱　県警 高知大生 高知

19
2019年4月6日 18歳1票を入れるまで　情報スマホが頼り 講師　小川寛貴さん 高知夕刊

20
2019年4月6日 なんのこっちゃ総合研究所　移住日常的な選択肢に 黒笹慈幾教授 高知

21
2019年4月6日 観光コンテンツ磨け　高知市でJTフォーラム 受田浩之副学長 高知

22
2019年4月7日 工科大、高知大　開幕〇 野球部 高知

23
2019年4月7日 高知工、高知　開幕戦白星　四国六大学野球 野球部 読売

24
2019年4月7日 四国六大学野球春季リーグ開幕　高知大や工科大など 野球部 朝日

25
2019年4月7日 高知大生の2人　非行防止を支援　「少年警察」に委嘱 高知大生 朝日

26
2019年4月7日 人の言葉が立ち上がる 川村晶子准教授 高知

27
2019年4月8日 工科大、高知大　勝ち点 野球部 高知

28
2019年4月9日 統一地方選　なり手不足救えるか 講師　小川寛貴さん 朝日

29
2019年4月9日 旧陸軍施設　保存へ一歩 小幡尚教授 読売

30
2019年4月9日 （いきものだいすき）カスザメ 町田義彦教授 高知

31
2019年4月9日 キャリセンだより 学生支援課就職室　徳弘靖人さん 読売

32
2019年4月10日 南国病院　開院50周年記念講演

医学部　數井裕光教授
医学部　古谷博和教授

高知

33
2019年4月10日 未成年の相談乗ります　県警　高知大生2人に委嘱 高知大生 読売

34
2019年4月10日 土佐FBC受講生募集　16，23日に説明会 FBC企画運営室 高知

35
2019年4月11日 色彩水族館　ギンポ 蒲原稔治教授 高知

36
2019年4月12日 北川村の課題　鍵握るユズ農地集約 高知大学 高知

37
2019年4月12日 医療の道へ決意新た　高知大医学部で白衣授与式 医学部 高知

38
2019年4月12日 学習会「こじゃんと話そう！沖縄の話」 サークル　橋人（はしんちゅ） 読売

39
2019年4月13日 仕事と私生活は別　県内若手社員の本音は？ 中川香代教授 高知

40
2019年4月13日 はちきん議員になって　県内市町村議の声 森田美佐准教授 高知

41
2019年4月13日 山の風景イメージ描写　高知の美術作家石見さん絵画展 卒業生　石見陽奈さん 読売

42
2019年4月14日 工科大と高知大ともに先勝許す 硬式野球部 高知

43
2019年4月14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

44
2019年4月15日 工科大勝ち点　高知大は連敗 硬式野球部 高知

45
2019年4月15日 カナダにはちきん外交官 高知大教授

高知
夕刊

46
2019年4月15日 浜端ヨウヘイ（高知大出身）が新曲 卒業生　浜端ヨウヘイ 高知

47
2019年4月16日 高知大出身歌手が新曲 卒業生　浜端ヨウヘイ 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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48
2019年4月16日 いきものだいすき　コメツキガニ 町田吉彦教授 高知

49
2019年4月18日 FDソフトBと分ける 卒業生　道原さん 高知

50
2019年4月18日 色彩水族館　カサゴ 蒲原稔治教授 高知

51
2019年4月18日 県関係芸能人観光特使に 卒業生　山下耀子さん 高知

52 2019年4月19日 横浪の絶景　海からどうぞ 高知大生 高知

53
2019年4月22日 工科大高知大に連勝 硬式野球部 高知

54 2019年4月21日 県勢対決　高知大が先勝 硬式野球部 高知

55
2019年4月21日 禁煙・分煙　悩む大学 高知大学 朝日

56
2019年4月21日 いのぐ　医療資源効率的運用が鍵 渡辺理史助教 高知

57
2019年4月22日 深刻さ増す低投票率　高知市議選 小川寛貴講師 高知

58
2019年4月22日 やってよかった　いのぐ記者 大槻知史准教授 高知

59
2019年4月23日 いきものだいすき　マメウサギ 町田吉彦教授 高知

60
2019年4月23日 愛媛大勝ち点3　工科大と優勝争い 硬式野球部 高知

61 2019年4月24日 楽しいよ！！KKF団 地域協働学部１年　田部未空さん 高知

62
2019年4月24日 気をつけたい母親のやせ 藤枝幹也教授 高知

63
2019年4月25日 一瞬で私たちの未来奪われた 上村直人講師 東京

64 2019年4月28日 県立美術館所蔵品身近に 元高知大教授　筒井広道さん 高知

65 2019年4月28日 高知大学朝倉キャンパスの正門 高知大学 高知

66 2019年4月28日 高知大　黒星 サッカー部 高知

67 2019年4月28日 第4回高知大学特美OB慕南展 高知大学 高知

68 2019年4月28日 高知大生企画　来月日帰り旅 高知大生 高知

69 2019年4月28日 工科大　愛媛大に先勝 硬式野球部 高知

70
2019年4月29日 アユのすごさと、文明のもたらす試練 依光良三名誉教授 高知

71
2019年4月29日 工科大敗れ1勝1敗 硬式野球部 高知

72 2019年4月30日 何げない日常　絵画や造形に 卒業生　とおちかあきこさん 高知

73 2019年4月30日 清水に自然史研究会 高知大生 高知

74 2019年4月30日 第3回高知大学特美OB慕南展 高知大学 高知


