
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

※ 1
2019年6月1日 共通テストの英語民間試験　国立大4割　合否に使わず 高知大学 日経

※ 2
2019年6月1日 英語民間試験活用　79校 高知大学 産経

3
2019年6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

4
2019年6月1日 初のCSR私募債　高知大に机寄付 高知大学 高知

5 2019年6月1日 県民会議が国際組織加入 受田浩之理事 高知

6
2019年6月1日 女性の近現代史つづる 高知大生 読売

※ 7
2019年6月1日 13国立大で英語民間試験 高知大学 朝日

8
2019年6月2日 五感を通して現実を学んで 大野晃名誉教授 高知

9
2019年6月3日 工科大四国選抜に惜敗 硬式野球部 高知

10
2019年6月4日 宮城の漁船　高知沖で発見 寄高博行教授 高知

11 2019年6月4日 いきものだいすき　ハマシイノミガイ 町田吉彦教授 高知

12
2019年6月4日 幸せの物差し 広瀬淳一准教授 高知

13
2019年6月5日 馬路で学んだ医師着任 卒業生　佐野真一さん 高知

14
2019年6月5日 馬路村に高知大出身医師 卒業生　佐野真一さん 高知

15
2019年6月5日 職員育成の指針を　梼原町 高知大学 高知

16
2019年6月6日 オオスナモグリ確認 伊谷行准教授 高知

17
2019年6月6日 留学生と運動会楽しむ 国際茶屋 高知

18
2019年6月6日 高知　柳壇　遠近哲代選 高知大生 朝日

19
2019年6月6日 色彩水族館　キュウセン 蒲原稔治名誉教授 高知

20
2019年6月6日 人事担当の大学イメージ 高知大学 日経

21
2019年6月6日 土佐町民5割「幸せ」 高知大学 高知

22 2019年6月7日 限界集落の実態見よ 大野晃名誉教授 高知

23
2019年6月7日 てんかん講演会 医学部　齊藤志穂 高知

24
2019年6月7日 認知症の行動・心理症状の予防 數井裕光教授 高知

25
2019年6月7日 第6回高北病院健康フェア 医学部付属病院　宮川和也さん 高知

26
2019年6月8日 高知近代史研究会第98回研究会 公文豪非常勤講師 高知

27
2019年6月9日 シカの角で箸置き 狩猟サークル　ハンプロ 高知

28
2019年6月8日 びわもも祭り 地域協働学部生 高知

29
2019年6月9日 佐川町の高北病院で健康フェア 高知大病院の医師 高知

30 2019年6月10日 創立50年　歌、ダンスで祝う 高知大付属特別支援学校 高知

31
2019年6月11日 続　灰まで焼け 加藤勉教授 高知

32
2019年6月11日 いきものだいすき　サクラダイ 町田吉彦教授 高知

33 2019年6月11日 四国健康ナビ 兵頭政光教授 毎日

34
2019年6月11日 高知大　発達障害診療再開 高知大学付属病院 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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35
2019年6月11日 立憲自由党の成立 公文豪非常勤講師 毎日

36
2019年6月12日 続　灰まで焼け 高知大学 高知

※ 37 2019年6月13日 浮いた費用　教育資金に 卒業生　前野彩さん 読売

38 2019年6月13日 色彩水族館　イサギ 蒲原稔治名誉教授 高知

39
2019年6月13日 認知症の行動・心理症状の予防 數井裕光教授 高知

40
2019年6月13日 弥生古墳　春野に鉄器生産拠点 高知大講師 高知

41
2019年6月13日 続　灰まで焼け 高知大学 高知

42
2019年6月13日 正統な文学批評としてのユートピア小説論 高知大准教授 図書新聞

43
2019年6月14日 強皮症の講演 高知大学付属病院　谷口義典医師 高知

44 2019年6月14日 学校の現状と課題　高知大教授が講演 内田純一教授 読売

45 2019年6月14日 立憲自由党の成立 公文豪非常勤講師 高知

46
2019年6月14日 続　灰まで焼け 高知大学 高知

47
2019年6月15日 入試に民間検定　誰のため？ 高知大学 高知夕刊

※ 48
2019年6月16日 大腸がん　ゲームで啓発 卒業生　石井洋介さん 日経

49
2019年6月15日 ウミガメ「頑張れ～」　育てた2匹放流 高知大生 毎日

50
2019年6月15日 続　灰まで焼け 高知大学 高知

51
2019年6月16日 ミトコンドリア　機能解明 高知大准教授 高知

52 2019年6月16日 細胞内のミトコンドリア　新たなメカニズム発見 難波卓司准教授 高知

53 2019年6月16日 続　灰まで焼け 高知大学 高知

54
2019年6月16日 子ども主人公の教育を 内田純一教授 高知

55
2019年6月16日 稲生の地域活動知って 地域協働学部生 高知

56
2019年6月17日 長岡泥んこ　最後も熱気 医学部職員 高知

57
2019年6月17日 新聞を読んで　超独居 上村講師 高知

58
2019年6月18日 いきものだいすき　ツノガニ 町田吉彦教授 高知

59
2019年6月18日 自然史研究会　22日に講演会 斉藤知己准教授 高知

※ 60
2019年6月18日 医学部入試　公正さ確保 高知大学 読売

61
2019年6月19日 学生よさこい初開催 高知大生 高知

62
2019年6月20日 色彩水族館　クロダイ 蒲原稔治名誉教授 高知

63
2019年6月21日 健康寿命延ばすには 森名誉教授 高知

※ 64
2019年6月21日 ゲノム編集遺伝子改変食品　表示義務化見送りへ 受田浩之理事 毎日

65
2019年6月22日 地域経済を構造分析　黒潮町 地域協働学部 高知

66
2019年6月23日 留学生に就活講座 国際連携推進センター 高知

67 2019年6月23日 模擬手術　医師目指す一歩 高知大学付属病院 読売

68
2019年6月23日 高知大　2年ぶり全国へ サッカー部 高知

69
2019年6月24日 高知大2年ぶりV　四国学院に１－０ サッカー部 高知

70 2019年6月25日 いきものだいすき　クルマガイ 町田吉彦教授 高知
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71
2019年6月25日 日本の息子 高知大学院　留学生 高知

72
2019年6月26日 企業と学生をつなぐ 川竹大輔教授 高知

73
2019年6月27日 オサガメ黒潮町定置網に 斉藤知己准教授 高知

74
2019年6月27日 清水の自然守り生かそう 斉藤知己准教授 高知

75 2019年6月27日 色彩水族館　クエ 蒲原稔治名誉教授 高知

76
2019年6月28日 四万十アオノリ大凶作 平岡雅規准教授 高知

77
2019年6月28日 高知大剣道部6人全国へ 剣道部 高知

78
2019年6月28日 剣道で年5回は高知へ 卒業生　小川和真さん 高知

79
2019年6月28日 外科医の仕事　中高生挑戦 高知大学付属病院 高知

※ 80
2019年6月29日 大学病院無給医　研修名目「白い巨塔」の悪弊 高知大学付属病院 読売

81
2019年6月28日 「無給医」50大学病院2000人 高知大学付属病院 高知夕刊

82
2019年6月29日 おらんくの大学病院 高知大学付属病院 高知

83 2019年6月29日 県推進協総会　事業計画を承認 藤田詠司教授 高知

84
2019年6月30日 平和の尊さ考えよう 橋人 高知


