
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2019年11月1日 高知大　処分本譲ります 学術情報基盤図書館 高知

2
2019年11月1日 44連隊遺構　補修、耐震化 高知大学 高知

3
2019年11月1日 第26回世界アルツハイマーデー記念講演会 医学部　数井裕光　教授 読売

4
2019年11月1日 第10回高知大学ホームカミングデー 高知大学 高知

5
2019年11月1日 逆説！高知は世界の最先端⁉歴史作家　伊沢元彦吠える 受田浩之副学長 高知

6
2019年11月2日 書道コンテスト　特選 附属小２年　高橋由乃 毎日

7
2019年11月2日 なんのこっちゃ総合研究所 黒笹慈幾客員教授 高知

8
2019年11月2日 検証　尾﨑県政　第2部⑫　政策作りの「型」根付く 受田浩之副学長 高知

9
2019年11月2日 県都の将来　持論展開 高知大学 朝日

10
2019年11月3日 宮城の小中生　南国市訪問 海洋コア総合研究センター 高知

11
2019年11月3日 公正で合理的な司法制度に 村木厚子さん 産経

12
2019年11月4日 高知大付属小　気持ち込め　全国大会「銅」 附属小 朝日

13
2019年11月4日 南海王将戦　今年50期 高知大OB　永森広幸さん 高知

14
2019年11月4日 選挙に行こう　関心聞き啓発 物部キャンパス 高知

15
2019年11月4日 模擬投票などで児童ら選挙体感 物部キャンパス 朝日

16
2019年11月4日 居場所がない少女たち支援 村木厚子さん 産経

17
2019年11月5日 44連隊跡地　改修し公開へ 朝倉キャンパス 朝日

18
2019年11月5日 新しい日本　高知が作る 受田浩之副学長 高知

19
2019年11月5日 いきものだいすき　ベニイシガニ 町田吉彦名誉教授 高知

20
2019年11月5日 「負の回転扉」を断つ 村木厚子さん 産経

21
2019年11月6日 県知事選　あす告示 松本顕治さん 高知

22
2019年11月6日 学校の楽しさ　伝えたい 高知大生 読売

23
2019年11月6日 持続的発展へ働き方改革 村木厚子さん 読売

24
2019年11月6日 「女性活躍できる社会に」　村木さん「ワンオペ育児」弊害語る 村木厚子さん 読売

25
2019年11月6日 高知市長選　南海トラフ地震対策 高知大学 高知（夕）

26
2019年11月7日 高知U　昇格懸け１次R サッカー部 高知

27
2019年11月7日 色彩水族館　ニザダイ 蒲原稔治名誉教授 高知

28 2019年11月7日 松本、浜田氏立つ 松本顕治さん 高知（夕）

29
2019年11月8日 高知知事選告示　新人２氏の争い 松本顕治さん 読売

30
2019年11月8日 2019知事選 松本顕治さん 朝日

31
2019年11月8日 県政発展　２新人舌戦 松本顕治さん 読売

32
2019年11月8日 与野党　新人一騎打ち 松本顕治さん 毎日

33
2019年11月8日 第10回こうち介護の日フォーラム 高知大生 高知

34
2019年11月8日 読み苦手な子　早期発見を 松本秀彦准教授 高知

35
2019年11月8日 上皇ご夫妻とのパラオ訪問 村木厚子さん 産経

36
2019年11月8日 高知大生らアート共演 高知大学デザイン研究室 高知（夕）

37
2019年11月9日 女性活躍へ改革期待 村木厚子さん 読売

38
2019年11月9日 候補者の横顔　2019知事選 松本顕治さん 朝日
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39
2019年11月9日 こども新聞 附属中３年　石本ゆら 高知

40
2019年11月9日 IT活用　園芸管理学ぶ 桜井学長 高知

41
2019年11月10日 スポーツで高知元気に　工科大生らが研究報告 地域協働学部 高知

42
2019年11月10日 開かれた学校づくり議論 高知大学 高知

43
2019年11月10日 候補の横顔　19高知県知事選 松本顕治さん 高知

44
2019年11月12日 いきものだいすき　サカマキガイ 町田吉彦名誉教授 高知

45
2019年11月13日 空手道　正道会館兵庫県本部全日本学生選手権 高知大正道同好会 高知

46
2019年11月13日 旧制高知高生　里帰り 旧制高知高校卒業生 高知

47
2019年11月12日 妊娠中の体重管理 国見産婦人科　国見祐輔院長 高知（夕）

48
2019年11月13日 高知大、農業の担い手講座 高知大学 日経

49
2019年11月13日 特別支援３構が販売会 附属特別支援学校 高知（夕）

50
2019年11月14日 「のど自慢大会」および「ワンコイン商店街」 田中康一研究室 高知

51
2019年11月14日 色彩水族館　ニザダイ 蒲原稔治名誉教授 高知

52
2019年11月14日 ワンコインでお買い得　高知・大橋通り商店街 高知大生 読売

53
2019年11月16日 「のど自慢大会」および「ワンコイン商店街」 田中康一ゼミナール 高知

54
2019年11月16日 大橋通商店街であすのど自慢大会など 田中康一准教授ゼミ 高知

55
2019年11月18日 肺・食道　固形がんに応用 仲哲治教授 日経

56
2019年11月19日 いきものだいすき　シログチ 町田吉彦名誉教授 高知

57
2019年11月19日 超大陸研究者　室戸ジオへ サントッシュ・マダバワリヤー名誉教授 高知

58
2019年11月20日 禍根残さぬ議論を　西敷地問題 高知大学 読売

59
2019年11月19日 投票呼び掛けポスター 山下真里藻さん 高知（夕）

60
2019年11月20日 永井（土佐女高出）５冠　沢田（高知大）も個人V 沢田真帆さん 高知

61
2019年11月20日 キャンパス発　この一品　海洋深層水アオノリ 海洋生物研究教育施設、平岡雅規准教授 日経

62
2019年11月21日 色彩水族館　ガンゾウヒラメ 蒲原稔治名誉教授 高知

63
2019年11月25日 いのぐ記者の学習の感想 附属中３年　岡崎氷奈乃さん 高知

64
2019年11月25日 人生100年時代をこの眼と生きる 福島敦樹教授 高知

65
2019年11月25日 高知大付属中　輝く銀賞　全日本マーチングコン 附属中 朝日

66
2019年11月25日 高知大付属・翠町中（広島）銀賞 附属中 朝日

67
2019年11月25日 遠境近況 吉田泰洋さん 高知

68
2019年11月24日 きょう投開票　知事選・高知市長選 松本顕治さん 朝日

69
2019年11月23日 与野党大物　応援続々　知事選・高知市長選 松本顕治さん 読売

70
2019年11月23日 県知事選　あす投票 松本顕治さん 高知

71
2019年11月23日 両候補　最後の奔走 松本顕治さん 毎日

72
2019年11月23日 あす投開票　2019知事選 松本顕治さん 朝日

73
2019年11月23日 マイグッズをもって気ぶんランラン 附属小２年　石飛栞奈さん 高知

74
2019年11月23日 第22回「青少年のための科学の祭典」高知大会 中城研究室 高知

75
2019年11月23日 甲浦「あそびな祭」活魚すくい楽しむ 附属小５年　東さくらさん 高知

76
2019年11月22日 「西敷地」活用　広場か施設か 高知大学 朝日
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77
2019年11月22日 レック病友の会　来月１日学習会 武政龍一准教授 高知

78
2019年11月26日 いきものだいすき　イワガキ 町田吉彦名誉教授 高知

79
2019年11月26日 四国健康ナビ　不整脈にカテーテル治療 医学部　弘田隆省助教 毎日

80
2019年11月27日 四国の大学ブランド力 高知大学 日経

81
2019年11月27日 沈下橋　アートと“融合” 高知大生 高知

82
2019年11月27日 防災　楽しく学ぼう 高知大生 毎日

83
2019年11月28日 色彩水族館　タカノハ 蒲原稔治名誉教授 高知

84
2019年11月28日 地域と大学を結ぶ会 医学部災害・救急医療学　西山謹吾教授 高知

85
2019年11月28日 ジャズコンサート 医学部附属病院 毎日

86
2019年11月29日 深海の神秘学ぼう　みらい科学館あすフェス 海洋コア総合研究センター 高知

87
2019年11月29日 第30回付属まつり 附属４校 高知

88
2019年11月29日 第13回医療と音楽の集い＆第6回福祉フェア 医学部　武政龍一准教授 高知

89
2019年11月30日 室戸岬ゴールするぞ‼　高知大恒例「貫歩」395人出発 高知大学 高知（夕）

90
2019年11月30日 ◆高知市できょう医療と音楽の集い◆ 医学部　武政龍一准教授 高知

91
2019年11月30日 スズメバチ　殺さずおとなしく 金哲史教授 毎日

92
2019年11月30日 心呼吸2019人権啓発シリーズ　外国人とやさしい日本語で 東條美紀さん 高知

93
2019年11月30日 ●第22回「青少年のための科学の祭典」高知大会 中城満准教授 高知

94
2019年11月30日 レック病友の会　来月１日学習会 武政龍一准教授 高知

95
2019年11月21日 汚水処理の持続性向上に 高知大学 水道産業

96
2019年11月27日 STI for SDGsアワード　汚水処理持続向上に栄誉 藤原拓教授 日本下水道


