
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2020年3月1日 高知就職ガイダンス 中止 高知大学 高知

2
2020年3月2日 高知大など初戦突破　サッカー天皇杯県予選 サッカー部 高知

3
2020年3月1日 就職ガイダンス　中止のお知らせ 朝倉キャンパス 高知

4
2020年3月3日 いきものだいすき　ヌノメアカガイ 町田吉彦名誉教授 高知

5
2020年3月4日 ３大学の卒業式　感染予防で中止 高知大学 読売

6
2020年3月4日 高知大と県大　卒業式中止 高知大学 高知

7
2020年3月5日 県議会質問 医学部付属病院 高知

8
2020年3月5日 色彩水族館　アカエイ 蒲原稔治名誉教授 高知

9
2020年3月5日 県内企業　働き方工夫 医学部付属病院 高知

10
2020年3月5日 学短も卒業式中止 高知大学 高知

11
2020年3月5日 高知大　後期日程中止 高知大学 高知（夕）

12
2020年3月6日 高知大２次試験　後期日程を中止 高知大学 毎日

13
2020年3月7日 なんのこっちゃ総合研究所 黒笹慈幾客員教授 高知

14
2020年3月10日 休止日曜市に支援の輪 山本巧さん 高知

15
2020年3月10日 勝利呼ぶMF「料理男子」 サッカー部　細川敬央さん 朝日

16
2020年3月10日 県内国公立大　前期1259人合格 高知大学 高知

17
2020年3月10日 いきものだいすき　アシナガスジエビ 町田吉彦名誉教授 高知

18
2020年3月7日 できる人ができることを　日高わのわ会 高知大学生 高知

19
2020年3月9日 早産について 国見祐輔院長 高知（夕）

20
2020年3月12日 画家“登竜門”で最高賞　第55回昭和会展 稲田友加里さん 高知

21
2020年3月12日 色彩水族館　キタマクラ 蒲原稔治名誉教授 高知

22
2020年3月12日 高知工科大　入学式を中止 高知大学 読売

23
2020年3月13日 県立大と工科大　２次試験に516人 高知大学 高知

24
2020年3月13日 国公立大後期　８校が実施せず 高知大学 読売

25
2020年3月15日 MLB審判へあと一歩 松田貴士さん 高知

26
2020年3月16日 ドキュメント「休校」　U-15高知の声 附属中学校 高知

27
2020年3月14日 高知大生　事業コンペ入賞 地域協働学部生 高知

28
2020年3月14日 新型コロナ　県内落ち着く？ 大畑雅典教授 高知

29
2020年3月13日 超現実の系譜 稲田友加里さん 高知（夕）

30
2020年3月14日 レッツ！五・七・五　入選 附属中２年　石本ゆう 高知

31
2020年3月17日 いきものだいすき　キヌカツギタマツバキ 町田吉彦名誉教授 高知

32
2020年3月17日 四国健康ナビ 内田一茂教授 毎日

33
2020年3月18日 高知の小６生　サッカー学校へ 附属小６年　吉本大悟さん 高知

34
2020年3月18日 いきものだいすき　クロウミガメ 斉藤知己准教授 高知

35
2020年3月15日 おもかげの昭和へ 大野晃さん 高知

36
2020年3月18日 生命の基金　19年度助成内容 医学部 高知

37
2020年3月19日 色彩水族館　ウミヒゴイ 蒲原稔治名誉教授 高知

38
2020年3月19日 県内大学　入学式中止 高知大学 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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39 2020年3月19日 ■医師国家試験9341人合格 高知大学 高知

40
2020年3月23日 観光施設×避難タワー 大槻知史准教授 高知

41
2020年3月22日 大すき６年生！　卒業おめでとう 附属小１年　西原夢彩さん 高知

42
2020年3月20日 新型コロナ　県内就活影響 高知大生 高知

43
2020年3月20日 職員の認識変える　至誠通天の記 受田理事 高知

44
2020年3月23日 高知大、KU南国準決へ　サッカー天皇杯県予選 サッカー部 高知

45
2020年3月24日 書家と碑文 川村窈處さん 高知

46
2020年3月24日 高知大出身の実藤　J１横浜M加入 実藤友紀さん 高知

47
2020年3月24日 いきものだいすき　スミツキザメ 町田吉彦名誉教授 高知

48
2020年3月25日 官民協働を願って　至誠通天の記 受田理事 高知

49
2020年3月25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

50
2020年3月25日 陸上養殖フグ　いざ関西 農林海洋科学部 日経

51
2020年3月26日 色彩水族館　ネンブツダイ 蒲原稔治名誉教授 高知

52
2020年3月26日 松田さん（高知市）再び最高位　食のプロデューサー 松田高政特任講師 高知（夕）

53
2020年3月27日 高知大、ヤマキン　共同講座 高知大学 高知

54
2020年3月28日 高知大卒業生へはなむけ　学長が弾き語り動画 櫻井学長 高知（夕）

55
2020年3月29日 県内の認知症医療を支える 數井裕光教授 高知

56
2020年3月30日 歯科にデジタル導入　作業効率化で医療守る 高知大学 毎日

57
2020年3月28日 さらなる飛躍願い　至誠通天の記 高知大学 高知

58
2020年3月31日 いきものだいすき　オルビニイモ 町田吉彦名誉教授 高知


