
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1 2019年12月1日 休校黒岩中　今年も文化祭 高知大生 高知

2 2019年12月2日 科学っておもしろい！　高知で催し　家族連れにぎわう 高知大学 読売

3 2019年12月2日 「月の瀬橋」イメージし新曲 浜端ヨウヘイさん 高知

4 2019年12月3日 県中央部に新特別支援校 是永かな子教授 高知

5
2019年12月1日 宝石サンゴ後世に残せ 公文富士夫客員教授 読売

6 2019年12月1日 キャンパス探訪　高知大「防災すけっと隊」 高知大学防災すけっと隊 朝日

7 2019年12月3日 いきものだいすき　ツルギサケエビ 町田吉彦名誉教授 高知

8 2019年12月4日 いきものだいすき　イワガキ 斉藤知己准教授 高知

9 2019年12月4日 実験や工作　自然科学楽しく 高知大学 朝日

10 2019年12月4日 牧野植物園の落ち葉たち 甲藤次郎名誉教授 高知

11 2019年12月4日 特別支援学校　50人規模整備を　検討委が提言 是永かな子教授 読売

12 2019年12月6日 IT企業　高知へきいや 高知大学 読売

13 2019年12月6日 下肢静脈瘤　どんな病気？どう治療？ 松本康久院長 毎日

14 2019年12月6日 上川口小マルシェ盛況 地域協働学部生 高知

15 2019年12月6日 夜間中学　高知市周辺に 柳林信彦教授 読売

16 2019年12月6日 ●第30回付属まつり 附属４校園 高知

17 2019年12月5日 色彩水族館　スマ（ヤイト） 蒲原稔治名誉教授 高知

18 2019年12月5日 ●地域と大学を結ぶ会 西山謹吾教授 高知

19 2019年12月5日 今年も続く読み聞かせ 高知大生 高知

20 2019年12月4日 人口減少に向き合って 高知大生 高知

21 2019年12月6日 土佐清水　小学生が一本釣り学習 受田浩之副学長 水産経済

22 2019年12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

23 2019年12月7日 高知大生や住民　防災訓練に2000人 高知大学 高知

24 2019年12月7日 健やかな老後をめざして 森惟明名誉教授 高知

25 2019年12月8日 がん増殖防ぐ仕組みか 難波卓司准教授、町原加代さん 高知

26 2019年12月8日 スポーツ感覚　ゴミ拾い 高知大生 読売

27 2019年12月9日 話題　戻り鰹 河合雅司客員教授 高知

28 2019年12月9日 産後うつについて 国見祐輔院長 高知（夕）

29 2019年12月10日 居酒屋こぶし　住民らが交流 地域協働学部生 高知

30 2019年12月10日 いきものだいすき　イッテンアカタチ 町田吉彦名誉教授 高知

31 2019年12月10日 誰もが働きやすく 北　泰子さん 高知

32 2019年12月10日 高知大「がんトリアージ」 医学部附属病院 高知

33 2019年12月11日 高知大10年ぶりV　バレーボール 高知大学 高知

34 2019年12月11日 沢田（高知大）制す　◆スポーツチャンバラ 沢田真帆さん 高知

35 2019年12月11日 クルーズ客に高知プッシュ 附属小 高知

36 2019年12月10日 愛宕病院　第59回健康教室 久野貴平特任助教 高知（夕）

37 2019年12月12日 吉野さん偉業　元同僚祝福 宮本智司特任教授 読売

38 2019年12月12日 新エネ　オール高知で挑む 海洋コア総合研究センター 日経

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

39 2019年12月12日 土佐沖メタン詳細調査を 海洋コア総合研究センター 高知

40 2019年12月12日 親と専門家　幼児教育語る 附属幼稚園 読売

41 2019年12月12日 教育は人事、採用 教育学部 高知

42 2019年12月12日 色彩水族館　アイゴ 蒲原稔治名誉教授 高知

43 2019年12月12日 高知大留学生が企業見学 高知大学生 高知

44 2019年12月17日 いきものだいすき　シノマキガイ 町田吉彦名誉教授 高知

45 2019年12月17日 地域医療への貢献と世界にも通用する先進的な医学研究を目指して 医学部附属病院 産経

46 2019年12月18日 ウズベク医師　高知大で研修 医学部 高知

47 2019年12月19日 アメゴと作る絵画 秋成澪さん 高知

48 2019年12月19日 色彩水族館　ブリ 蒲原稔治名誉教授 高知

49 2019年12月16日 地域創生コン　工科大V 高知大生 高知

50 2019年12月15日 詩吟通じ日中文化交流 大野正夫名誉教授 高知

51 2019年12月15日 知事賞に付属小、学芸中 附属小 高知

52 2019年12月14日 21年度に保幼再編 医学部 高知

53 2019年12月14日 ありがとう室戸貫歩 空手道部 高知

54 2019年12月15日 公平性こそ大前提 高知大学 高知

55 2019年12月15日 安田の自然薯2500人堪能 高知大生 高知

56 2019年12月15日 こども県展賞受賞作品 附属小４年　濵川こころさん 高知

57 2019年12月14日 「おまち学園」開校中 高知大生 高知（夕）

58 2019年12月19日 我慢はせずに 大槻知史准教授 高知（夕）

59 2019年12月20日 のいち動物園のXmasデイ2019 高知大学アカペラサークル 読売

60 2019年12月20日 高知大学音棟ウインドアンサンブル第5回ファミリーコンサート 梶原彰人講師 読売

61 2019年12月18日 赤ちゃんの便　アプリで判定 医学部附属病院 高知（夕）

62 2019年12月22日 高齢者らボッチャで交流 高知大生 高知

63 2019年12月23日 夜の廃校水族館楽しんで 高知大生 高知

64 2019年12月23日 24時間で完備も 大槻知史准教授 高知

65 2019年12月21日 実験でプレート学ぶ　高知コア研が出前授業 広瀬丈洋主任研究員 高知

66 2019年12月23日 住宅弱者に空き家を 村木厚子さん 高知

67 2019年12月23日 高知の下水処理　全国に 高知大学 高知（夕）

68 2019年12月24日 いきものだいすき　シノマキガイ 町田吉彦名誉教授 高知

69 2019年12月24日 カザフから初の高知大留学 ガリム・アセムさん 高知（夕）

70 2019年12月25日 ゆずゼリー　便秘解消狙う 溝渕俊二特任教授 高知

71 2019年12月25日 アルツハイマー治療に挑む 秋沢俊史客員教授 高知（夕）

72 2019年12月26日 面白い「晩学の勝負師」 吉田孝さん 高知

73 2019年12月27日 災害への備え考えて 原忠教授 高知

74 2019年12月27日 2019年県内ニュースまとめ 医学部附属病院 高知

75 2019年12月27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

76 2019年12月30日 吾北カレンダー完成 筒井祐吏さん 高知
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新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

77 2019年12月28日 土電のニオイと受験 高知大学 高知

78 2019年12月29日 南国市の農園の化粧品 高知大学 高知

79 2019年12月30日 自転車愛し抜いた山根さん 山根博敏さん 高知

80 2019年12月30日 遠境近況 井本涼さん 高知


