
通番 日  付 掲載された部局・関係者 新聞社名

1 2019年8月1日 色彩水族館　スズキ 蒲原稔治名誉教授 高知

2 2019年8月1日 ブルーベリー堪能　大豊町で収穫祭 地域協働学部 高知

3 2019年8月1日 来月２９日講演会 小幡尚教授 高知

4 2019年8月2日 全国伝播５校に１校 川竹大輔特任准教授 高知

5 2019年8月2日 ブギウギピアノ知って 卒業生　斎藤圭土さん 高知

6 2019年8月2日 目の充血度　AIで判定 医学部　福島敦樹教授 高知

7 2019年8月2日 ４中学四国大会へ 附属中学校 朝日

8 2019年8月2日 学生の青春物語る　9日に大会初開催 高知大学 毎日

9 2019年8月2日 記憶の街 卒業生　岡本さん 高知

10 2019年8月2日 高知大学オープンキャンパス２０１９ 高知大学 高知

11 2019年8月3日 なんのこっちゃ総合研究所 黒笹慈幾客員教授 高知

12 2019年8月3日 土佐あちこち　思いを形に 高知大学 高知

13 2019年8月3日 じこじこ　若者が見た参院選 高知大生 毎日

14 2019年8月3日 高知海南史学会２０１９年度大会 吉尾寛名誉教授 高知

15 2019年8月3日 山崎天峰個展 医学部看護学科　山崎さん 高知

16 2019年8月5日 SDGs講演会取り組みを紹介 高知大学 毎日

17 2019年8月5日 合唱コンクール　四国大会に９団体 附属小学校 朝日

18 2019年8月6日 バーレーン医大生留学 医学部 高知

19 2019年8月6日 室戸沖でオサガメ死骸 高知大生 高知

20 2019年8月6日 いきものだいすき 町田吉彦名誉教授 高知

21 2019年8月7日 先駆けたちの熱い夏 卒業生　山下さん 高知

22 2019年8月8日 学生主体踊り競演 高知大生 読売

23 2019年8月8日 未来につなげ　よさこい祭り 高知大生 高知

24 2019年8月8日 主催も踊りも学生で 高知大生 高知

25 2019年8月8日 色彩水族館　ヤマトカマス 蒲原稔治名誉教授 高知

26 2019年8月8日 はっぴぃ魚ッチ 黒笹慈幾客員教授 高知

27 2019年8月9日 蚊、マダニ、ハチ・・・野外の虫刺され対策は？ 荒川良教授 高知

28 2019年8月9日 廃食用油　再利用学ぶ 立川涼元学長 高知

29 2019年8月9日 ８・１５戦争を語りつぐつどい 名誉教授 高知

30 2019年8月9日 未来につなげ　よさこい祭り 高知大生 高知

31 2019年8月9日 演舞場・競演場　ガイドマップ 高知大生 高知

32 2019年8月9日 演舞場・競演場　ピックアップ 高知大生 高知

33 2019年8月9日 健やかな老後を目指して 森名誉教授 高知

34 2019年8月9日 若さ、演舞弾ける！ 旅鯨人 高知夕刊

35 2019年8月10日 よさこいトピックス 叢雲 高知

36 2019年8月10日 前夜祭　２２チーム彩る 高知大学 朝日

37 2019年8月11日 よさこいビフォーアフター 卒業生　藤川さん 高知

38 2019年8月11日 若手比率評価２４大で増額 高知大学 高知

39 2019年8月16日 高知大生と中小経営者が交流会 高知大生 日経

40 2019年8月10日 日米大学生　活性化策探る 高知大学 高知

41 2019年8月12日 高知大２寮一触即発？ 高知大学男子寮 高知

42 2019年8月13日 いきものだいすき 町田吉彦名誉教授 高知

43 2019年8月13日 文楽と声楽　清水でコラボ 卒業生　上杉さん 高知

44 2019年8月14日 児童56人川遊び満喫 高知大生 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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45 2019年8月13日 絵金を全国に紹介 八波教授 高知

46 2019年8月14日 いきものだいすき 附属中学校　長野さん 高知

47 2019年8月14日 「今度の台風なめられん」 高知大生 高知

48 2019年8月14日 丑本　１００自６位 丑本知大さん 高知

49 2019年8月14日 土壌生物観察会 高知大学 高知

50 2019年8月15日 「本山」の地質図完成 横山俊治名誉教授 高知

51 2019年8月15日 清水観光は「清水の窓口」 卒業生　佐藤さん 高知

52 2019年8月16日 蛇籠ノウハウ　ネパールへ 原忠教授 高知

53 2019年8月16日 発達障害のお話会 附属特別支援学校 高知

54 2019年8月16日 高知大学医学部生受賞続々 医学部生 高知夕刊

55 2019年8月19日 県内インドネシア人交流 留学生 高知

56 2019年8月19日 怒田の盆踊り盛況 高知大生 高知

57 2019年8月19日 よさこい鳴子踊り　教育に活用を 川竹大輔特任准教授 高知

58 2019年8月20日 おもちゃ作りに挑戦 高知大生 高知

59 2019年8月20日 いきものだいすき 町田吉彦名誉教授 高知

60 2019年8月21日 高知大生企業にPR 高知大生 高知

61 2019年8月21日 おもしろワクワク　化学の世界 農林海洋科学部 高知

62 2019年8月22日 高知のカツオ文化「遺産」再挑戦せず 受田浩之副学長 高知

63 2019年8月22日 ただ今修業中 医学部附属病院 高知

64 2019年8月22日 おもしろワクワク　化学の世界 農林海洋科学部 高知

65 2019年8月22日 尾崎知事動静 高知大学 高知

66 2019年8月22日 世のさみしさ詠む 卒業生　田口さん 高知

67 2019年8月23日 蛇籠交流 高知大学 高知

68 2019年8月24日 化学実験ワクワク 高知大学 読売

69 2019年8月24日 外国人学生らが新聞バッグ作り 高知大学 高知

70 2019年8月24日 おもしろワクワク　化学の世界 農林海洋科学部 高知

71 2019年8月24日 「愛と法」高知自主上映　戸田ひかる監督・岡田健一郎さんトーク 岡田健一郎准教授 高知

72 2019年8月25日 おいしい県産ワインに 地域協働学部 高知

73 2019年8月25日 高知大付・愛宕が金賞 附属中学校 朝日

74 2019年8月25日 工科大が連敗　高知大は先勝 野球部 高知

75 2019年8月25日 高知大が勝ち点 野球部 高知

76 2019年8月26日 県内不妊治療が浸透 医学部附属病院 高知

77 2019年8月26日 あんぐる写・斜・射 医学部附属病院 高知

78 2019年8月27日 四国健康ナビ 大畠特任教授 毎日

79 2019年8月27日 いきものだいすき 町田吉彦名誉教授 高知

80 2019年8月27日 ３・11の悔い　高知の中学生はこう生かす 附属中　岡崎さん 高知

81 2019年8月27日 宿毛市で30日森・川・海のつながりを考えるシンポ 高知大学 高知

82 2019年8月28日 高知大　初戦は静岡産業大 サッカー部 高知

83 2019年8月30日 高知大病院敷地内に薬局 医学部附属病院 高知

84 2019年8月30日 高知大　初戦突破ならず サッカー部 高知

85 2019年8月30日 高知大生バー開業 高知大生 高知夕刊

86 2019年8月31日 がんの苦しみを受け止める場を 医学部附属病院 高知夕刊


