
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2019年9月1日 高知大・土佐女子中は銀　合唱コンクール四国大会 高知大学合唱団，付属中 朝日

2
2019年9月1日 高知大、工科大先勝 野球部 高知

3
2019年9月1日 少数者の困難描く 岡田健一郎教授 高知

4
2019年9月1日 高知115年歴史すごろく 高知大学合唱団，付属中 高知

5
2019年9月2日 高知県「目の健康」講座 眼科学講座　岸本達真特任教授 高知

6
2019年9月3日 いきものだいすき 町田吉彦名誉教授 高知

7
2019年9月4日 災害時避難　みんなと練習 付属幼稚園 朝日

8
2019年9月4日 地震の避難学んだよ　高知の園児ら 付属幼稚園 読売

9
2019年9月4日 生徒の海底下の世界紹介　付属中　高知コア研　出前授業 付属中，高知コア研　諸野祐樹主任研究員 高知

10
2019年9月5日 色彩水族館　ミノカサゴ 高知大学名誉教授　蒲原稔治 高知

11
2019年9月6日 発達障害　日々葛藤　将来見据え意欲育てる 付属特別支援学校　二宮教諭 高知

12
2019年9月7日 防災の課題　大学生共有 防災すけっと隊 高知

13
2019年9月6日 日本自費出版文化賞　大賞に岡村さん(高知市) 高知大生 高知

14
2019年9月6日 ●第５回秋のチャペルコンサート 付属中，高知コア研　諸野祐樹主任研究員 高知

15
2019年9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

16
2019年9月8日 高知大が先勝　四国六大学 高知大硬式野球部 高知

17
2019年9月7日 伝わるプレゼン研修　県警本部　警察官ら60人受講 川村晶子准教授 高知

18
2019年9月7日 乳がん患者にブラ寄贈へ 高知大付属病院 高知

19
2019年9月7日 文科省の判断と怠慢 高知大 高知

20
2019年9月10日 高知大　男女で全国へ 高知大　剣道部 毎日

21
2019年9月10日 いきものだいすき　カワムツ 町田吉彦名誉教授 高知

22
2019年9月9日 工科大連勝　勝ち点１　四国六大学 高知大硬式野球部 高知（夕）

23
2019年9月10日 妊娠前検査について 国見産婦人科　国見院長 高知（夕）

24
2019年9月11日 「縄文」残す弥生集落調査 高知大学考古学研究室 高知

25
2019年9月11日 付属小合唱部　全国へ 付属小合唱部 高知（夕）

26
2019年9月12日 遺族所蔵の写真、手紙　44連隊に思いはせ 小幡尚教授 毎日

27
2019年9月12日 色彩水族館　シマアジ 蒲原稔治名誉教授 高知

28
2019年9月11日 高知県「目の健康」講座 眼科学講座　岸本達真特任教授 高知（夕）

29
2019年9月13日 一吹きでBeeサイレント　高知大教授らスプレー開発 農林海洋科学部　金哲史教授 読売

30
2019年9月13日 ミツバチをおとなしく　南国市「KINP」忌避スプレー開発 農林海洋科学部　金哲史教授 高知

31
2019年9月13日 第11回慢性腎ぞう病（CKD)対策市民公開講座～あなたの腎ぞう大丈夫？ 寺田典生教授 高知

32
2019年9月14日 海底下の微生物　解明へ コア研　諸野祐樹研究員、附属中 毎日

33
2019年9月17日 いきものだいすき　エボシガイ 町田吉彦名誉教授 高知

34 2019年9月15日 森・川・海の循環考える　宿毛市　座談会に60人 高知大 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

35
2019年9月17日

スポーツクライミングJOCジュニア
和田（付属中）９位

附属中 高知

36
2019年9月17日

情報活用術、文章表現力学ぶ
新入社員・若手社員合同研修会

黒笹慈幾客員教授 高知

37
2019年9月16日 四国六大学野球　工科大勝ち点３に　四学大とV争いへ 高知大　野球部 高知

38
2019年9月17日 夜の動物公園のいちdeナイト「秋を感じナイト」 高知大　アカペラサークル「On-Air」 高知

39
2019年9月15日 工科大は先勝　高知大敗れる　四国六大学野球 高知大　野球部 高知

40
2019年9月15日 高知大後期●発進　サッカー四国大学リーグ 高知大　サッカー部 高知

41
2019年9月15日 動静　尾﨑知事【午後】 医学部　西山謹吾教授 高知

42
2019年9月18日

県産振　農業、水産目標超え
フォロー委　第３期３年半を総括

受田浩之理事 高知

43
2019年9月19日 雌雄嵌合クワガタ展示中 農林海洋科学部　荒川良教授 高知

44
2019年9月19日 支援学校技能検定１級34人に認定証　県庁で授与式

附属特別支援学校中学部　若松双葉さん
附属特別支援学校高等部　山田侑依さん

高知

45
2019年9月19日 色彩水族館　バショウカジキ 蒲原稔治名誉教授 高知

46
2019年9月20日 ●第11回慢性腎ぞう病(CKD)対策市民公開講座～あなたの腎ぞう大丈夫？ 医学部　寺田典生教授 高知

47
2019年9月20日 末期腎不全の治療学ぼう　来月６日　高知市 医学部　寺田典生教授 高知

48
2019年9月21日 一吹き　ミツバチおとなしく　「スズメバチ」応用　第２弾スプレー 農林海洋科学部　金哲史教授 朝日

49
2019年9月21日 本県スズメバチ多め!?　駆除件数例年超え 農林海洋科学部　金哲史教授 高知

50
2019年9月22日 講演会「歩兵隊44連隊とその時代」 高知大　小幡尚教授 高知

51
2019年9月22日 高知大　優勝へ望み　四国大学リーグ 高知大　サッカー部 高知

52
2019年9月24日 工科大３連覇ならず　四国六大学野球 高知大　野球部 高知

53
2019年9月22日 首位攻防初戦　工科大　零敗　四国六大学野球 高知大　野球部 高知

54
2019年9月24日 いきものだいすき　ミナミイワガニ 町田吉彦名誉教授 高知

55
2019年9月25日 川崎白雲常設館改装 高知師範学校 高知

56
2019年9月25日 第28回市民公開講座　最新型ロボットが変えるがん手術 医学部 高知

57
2019年9月26日 色彩水族館　ハガツオ 蒲原稔治名誉教授 高知

58
2019年9月26日 八畝で演劇と音楽フェス 学生ボランティア団体「MB」 高知

59
2019年9月25日 新入社員・若手社員合同研修会 黒笹慈幾客員教授 高知（夕）

60
2019年9月27日 ゲノム編集食品　表示なし？　品種改良と区別難しく 受田浩之理事 日経

61
2019年9月27日 学生と企業　つなぐカフェ 高知大学生 毎日

62
2019年9月29日 高知大「ウミガメ同好会」 高知大ウミガメ同好会 朝日

63
2019年9月30日 温室栽培学び飢餓撲滅 総合人間自然科学研究科　ネトヌ・サムバさん 毎日

64
2019年9月29日 工科大３位　高知大５位　秋季四国六大学野球 高知大　野球部 朝日

65
2019年9月29日 全日程が終了　野球四国六大学 高知大　野球部 高知

66
2019年9月30日 第28回市民公開講座　最新型ロボットが変えるがん手術 医学部 高知

67
2019年9月30日 医学系３専攻大学院説明会 高知大大学院 高知

68
2019年9月29日 RKCらんど　終日にぎわう 高知大OB　浜端ヨウヘイ 高知

69
2019年9月29日 視覚障害　理解深める催し 医学部　岸本達真特任助教ら 読売

70
2019年9月29日 リクナビへ大学警戒感　PR自粛や説明要求 高知大 読売

71
2019年9月29日 第26回世界アルツハイマーデー記念講演会 医学部　數井裕光教授 高知


