
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2020年2月1日 ４大学生が旅行プラン企画 高知大学生 毎日

2
2020年2月1日 なんのこっちゃ総合研究所 黒笹慈幾客員教授 高知

3
2020年2月4日 芽吹く「農福連携」 高知大学生 日経

4
2020年2月4日 いきものだいすき　ヒラホモラ 町田吉彦名誉教授 高知

5
2020年2月4日 第50回高知大学書道部OB展 書道部OB会 高知

6
2020年2月4日

看護職員のための研修会「アドバンス・ケア・プランニング」～もし
もの時の話し合い～

附属病院がん専門看護師　弘末美佐さん 高知

7
2020年2月3日 令和を生きる中高年へ贈る応援メッセージ 森惟明名誉教授 高知

8
2020年2月5日 いきものだいすき　ハナゴンドウ 斉藤知己准教授 高知

9
2020年2月5日 リズムと旋律の言葉響く 諸井朗名誉教授 高知

10
2020年2月6日 高知大　前年比267人減 高知大学 高知

11
2020年2月6日 競技かるた魅力伝授　うちのセンセイ@高知 理学部４年　田中大介さん 読売

12
2020年2月6日 すっぴんボイス　新型肺炎 附属中学生 高知

13
2020年2月6日 上達には観察と我慢⁉　はっぴい魚ッチ 高木響さん 高知

14
2020年2月6日 色彩水族館　メガネハギ 蒲原稔治名誉教授 高知

15
2020年2月7日 高知大教育学部第41回定期演奏会 教育学部 読売

16
2020年2月11日 いきものだいすき　コシダカガンガラ 町田吉彦名誉教授 高知

17
2020年2月11日 知事動静 医学部 高知

18
2020年2月11日 第50回高知大学書道部OB展 書道部OB会 高知

19
2020年2月12日 第50回高知大学書道部OB展 書道部OB会 高知

20
2020年2月11日 中国人留学生と春節祝う 理工学部２年　尹暁軒さん 読売

21
2020年2月11日 直腸がん　肛門温存手術と術後　四国健康ナビ 附属病院外科　前田　広道特任講師 毎日

22
2020年2月9日 脳外科・内科　高知東クリニック　広告 本田信也院長 高知

23
2020年2月8日 レッツ五・七・五　入選 附属中　石本ゆらさん 高知

24
2020年2月9日 第50回高知大学書道部OB展 書道部OB会 高知

25
2020年2月8日 高知大教育学部第41回定期演奏会 教育学部 高知

26
2020年2月9日 堺事件さらなる研究を 高知大学 高知

27
2020年2月13日 色彩水族館　ヘダイ（ヒョウダイ） 蒲原稔治名誉教授 高知

28
2020年2月13日 市水道局と高知大　連携 桜井学長 毎日

29 2020年2月12日 妊婦さんと仕事 国見産婦人科　国見祐輔院長 高知（夕）

30
2020年2月14日 土佐山梅まつりPR 高知大学生 高知

31
2020年2月14日 第50回高知大学書道部OB展 書道部OB会 高知

32
2020年2月14日 県内中学入試　あすスタート 附属中 高知

33
2020年2月17日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

34
2020年2月15日 高知大生　土佐山PRパンフ 地域協働学部生 高知

35
2020年2月16日 第50回高知大学書道部OB展 書道部OB会 高知

36
2020年2月16日 県　糖尿病性腎症で対策 医学部 高知

37
2020年2月16日 44連隊の証言記録へ 朝倉キャンパス 高知

38
2020年2月16日 ジオ龍馬マラソン 横山俊治名誉教授 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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39
2020年2月16日 野球・ソフト　女子が指導 高知大野球部 高知

40
2020年2月17日 「自分を変えたくて」龍馬マラソン 中村璃子さん 高知

41
2020年2月16日 いの・諸井さん　新詩集を刊行 諸井朗名誉教授 朝日

42
2020年2月16日 高知の情景浮かぶ詩 諸井朗名誉教授 読売

43
2020年2月18日 いきものだいすき　ビワガニ 町田吉彦名誉教授 高知

44
2020年2月18日 知事動静 桜井学長 高知

45
2020年2月18日 県内私・国立中７校で1087人合格 附属中 高知

46
2020年2月18日 政治に若者の声を　高知大生「投票に行こう」チラシ作成 人文社会科学部２年　上村瑞姫さん 毎日

47
2020年2月18日 医療従事者のための『就労支援に関する講演会』 医学部病院事務部 毎日

48
2020年2月18日 県レッドリスト改訂へ 石川慎吾名誉教授 高知

49
2020年2月20日 寄生虫で読み解く生態系　科学の森 三浦収准教授 毎日

50
2020年2月20日 「障碍者と震災」描く 松岡裕美准教授 高知

51
2020年2月19日 県内インフル終息傾向 大畑雅典教授 高知（夕）

52
2020年2月20日 色彩水族館　サッパ 蒲原稔治名誉教授 高知

53
2020年2月21日 27日にソトコト編集長の講演 高知大次世代地域創造センター 高知

54
2020年2月21日 天皇杯サッカー　県予選対戦決定 サッカー部 高知

55
2020年2月23日 ハグ付き白菜　高知大生販売 立野雄二郎さん 高知

56
2020年2月26日 白菜売ってギュッ！　高知大生が企画 立野雄二郎さん 毎日

57
2020年2月22日 商店街で「白菜」笑顔と元気贈る　高知大生が農業支援 立野雄二郎さん 日経

58
2020年2月24日 大人たちへの宿題　こども高知新聞 大槻知史准教授 高知

59
2020年2月24日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

60
2020年2月22日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

61
2020年2月25日 いきものだいすき　イシガキダイ 町田吉彦名誉教授 高知

62
2020年2月24日 四万十町ビジコン大賞2人 須藤順講師 高知

63
2020年2月25日 よさこい　どう全国に？　高知大講座基に刊行 川竹大輔特任教授 高知

64
2020年2月26日 試験会場も厳戒態勢　国公立大２次前期 高知大学 毎日

65
2020年2月26日 県内３大学3155人受験　国公立２次 高知大学 高知

66
2020年2月22日 高知大、県立大　受験不可 高知大入試課 読売

67
2020年2月22日 新型肺炎　中国支援を　高知大留学生募金へ 高知大学中国人留学生 高知

68
2020年2月24日 武漢頑張れ　募金活動 高知大学中国人留学生学友会 読売

69
2020年2月25日 国公立大２次試験開始 高知大学 高知（夕）

70
2020年2月25日 ジローで高知を変えたい　悩めるスーパー地鶏 高知大学 高知

71
2020年2月26日 優雅、清澄、迫力　多彩な線質　　恩地春洋遺墨展 恩地春洋さん 高知

72
2020年2月26日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

73
2020年2月27日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

74
2020年2月27日 色彩水族館　ブダイ 蒲原稔治名誉教授 高知

75
2020年2月28日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

76
2020年2月28日 「土佐のおきゃく」野球交流戦も中止 野球部 高知
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77
2020年2月28日 「聞こえ」の低下　まず診察を 医学部耳鼻咽喉科　弘瀬かほり助教 高知

78
2020年2月28日 土佐湾は今 大野正夫　名誉教授 高知

79
2020年2月28日 木村病　皮膚ウィルス関与か 医学部　橋田裕美子助教ほか 高知

80
2020年2月28日 県内催し取りやめ続々 高知大学 読売

81
2020年2月29日 高知就職ガイダンス 明日開催 高知大学 高知

82
2020年2月29日 「高知U　南国市の誇り」産官学140人が激励会 山下宏輝さん 高知

83
2020年2月29日 県内29市町村４日から休校 附属中 高知

84
2020年2月29日 高知工科大　卒業式中止 高知大学 高知


