
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1 2020年1月3日 清遠真司　香南市長に聞く 農学部 高知

2 2020年1月7日 小砂丘賞に宮部教諭（松田川小） 附属小５年生 高知

3 2020年1月4日 高知銀行は90周年これからも地域とともに サッカー部 高知

4 2020年1月7日 四国健康ナビ 山本哲也教授 毎日

5
2020年1月7日

高知大学防災推進センターシンポジウム「災害に立ち向かう新た
な技術の動向－高知大学の取組－」開催予定

高知大学 高知

6 2020年1月7日 女性の政治参画　語る 佐藤洋子助教 読売

7 2020年1月9日 ただ今修行中　高知で再びカクテルを 伊藤正紀さん 高知

8 2020年1月9日 色彩水族館　ウマヅラハギ 蒲原稔治名誉教授 高知

9 2020年1月10日 命守る方法学ぶ　高知市で防災シンポ 原忠教授 高知

10 2020年1月10日 救急隊員が看護師「指南」　高知大病院現場実務の研修会 附属病院 産経

11 2020年1月14日 いきものだいすき　ヨロイイタチウオ 町田吉彦名誉教授 高知

12 2020年1月10日
高知大学防災推進センターシンポジウム「災害に立ち向かう新た
な技術の動向－高知大学の取組－」明日開催

高知大学 高知

13 2020年1月10日
シンポジウム「災害に立ち向かう新たな技術の動向－高知大学
の取組－」明日開催

高知大学 朝日

14 2020年1月11日 レッツ！五・七・五　入選　こども高知新聞 附属中学生 高知

15 2020年1月11日 高校生チーム軸の争い　あす高新駅伝 高知大学 高知

16 2020年1月11日 県勢30位台目指す　都道府県女子駅伝あす号砲 森野純夏さん、朝日佳奈さん 高知

17 2020年1月11日 高知毎日児童生徒紙上書展　秀作 高橋由乃さん 毎日

18 2020年1月12日 最新技術　専門家が説明　学生ら50人高知大で防災シンポ 高知大学 毎日

19 2020年1月12日 災害予測やVR訓練紹介　高知大最新防災研究シンポ 高知大学 読売

20 2020年1月10日 浜端ヨウヘイライブ　高知ほっと情報 浜端ヨウヘイさん 高知（夕）

21 2020年1月13日 高知41位、京都V　都道府県女子駅伝 森野純夏さん 高知

22 2020年1月14日 ゆずゼリーごっくん　腸内環境改善　高知大と馬路村農協　協働研究で商品化 高知大学医学部 朝日

23 2020年1月10日 がん治療診断の光線医療を紹介　すこやかナビ 医学部光線医療センター 高知

24 2020年1月15日 春野高科学部入選２等　学生科学賞中央審査 海洋コア総合研究センター 読売

25 2020年1月14日 出生前診断について 国見祐輔院長 高知（夕）

26 2020年1月16日 ゴーン逃亡　すっぴんボイス 附属中学生 高知

27 2020年1月16日 土佐路で鍛えJ１へ　J２徳島、新潟キャンプ 高知大学 高知

28 2020年1月16日 色彩水族館　チビキ 蒲原稔治名誉教授 高知

29 2020年1月16日 エコチルで学童期検査　県内調査10年目　採血、血圧測定も 高知大学医学部 高知（夕）

30 2020年1月17日 県推進協が実践校募集 藤田詠司教授 高知

31 2020年1月17日 光でがんを見つける　高知市で「光線医療」学ぶ講座 高知大学医学部附属病院 高知

32 2020年1月18日 「原発　日本に不適当」高裁決定　識者受け止め　伊方差し止め 岡村真名誉教授 高知

33 2020年1月18日 共通テストもマーク式　出題、配点に一部変更も 朝倉キャンパス 高知（夕）

34 2020年1月18日 センター試験始まる　県内４会場2835人志願 朝倉キャンパス 高知（夕）

35 2020年1月19日 最初の関門　受験生挑む　最後のセンター試験始まる 朝倉キャンパス 朝日

36 2020年1月19日 「エイエイオー」いざ　４会場で「最後のセンター試験」 朝倉キャンパス 毎日

37 2020年1月19日 夢に向かいいざ挑戦　４会場でセンター試験 朝倉キャンパス 読売

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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38 2020年1月19日 世界史B１問全員正解　センター試験初日終了 朝倉キャンパス 高知

39 2020年1月19日 海のプランクトンで燃料　高知大「水族環境学研究室」　キャンパス探訪 水族環境学研究室 朝日

40 2020年1月20日 最後のセンター試験終了　県内新傾向問題に戸惑いも 朝倉キャンパス 高知

41 2020年1月20日 全面広告　高知銀行 高知大学 高知

42 2020年1月20日 桂井民俗学は野の学問　井出・高知大名誉教授が評論 井出幸男名誉教授 高知

43 2020年1月21日 いきものだいすき　四万十市のアマゴ 町田吉彦名誉教授 高知

44 2020年1月22日 公開講演会「土佐の偉人　鹿持雅澄の万葉学」 高知大学 高知

45 2020年1月21日 下水処理新システム全国へ　高知大など産官学で開発 藤原拓教授 毎日

46 2020年1月22日 黒笹さん県観光特使に　釣りの楽しさ知って 黒笹慈幾客員教授 高知

47 2020年1月22日
「ハマちゃん」高知県観光特使に　「釣りバカ日誌」モデルの黒笹
氏

黒笹慈幾客員教授 日経

48 2020年1月22日 夢持てれば人生豊かに　FD大原選手　母校で授業　佐川小 地域協働学部 高知

49 2020年1月23日 色彩水族館　カマツカ 蒲原稔治名誉教授 高知

50 2020年1月23日 あなたのためのメンタルクリニック入門　心の不調におちいったとき、あなたならどうする？ コミュニティ防災・地域再生研究室/人づくり・まちづくり研究室 高知

51 2020年1月23日 UAE大使が来高　県産品を絶賛　販路の可能性語る 海洋コア総合研究センター 毎日

52 2020年1月23日 蛇籠施工技術の交流継続　ネパールと梼原町　高知大も新事業 原忠教授 高知

53 2020年1月24日 「防災士」試験　記者が挑戦 岡村真名誉教授 毎日

54 2020年1月24日 広島高裁決定に思う 岡村真名誉教授 高知

55 2020年1月26日 条幅の部　推薦に18点　第70回　こども県展 附属小学校、中学校 高知

56 2020年1月27日 防災人づくり塾20周年　高知市で記念大会 岡村真名誉教授 高知

57 2020年1月27日 暖冬でも「寒い」高知大で寒中水泳 水泳部 高知

58 2020年1月27日 高知県こども詩集 矢嶋さやかさん 高知

59 2020年1月27日 気合でドボーン　高知大水泳部 水泳部 読売

60 2020年1月27日 一回り大きい無農薬野菜を　四万十市にマルシェ 石川勝美名誉教授 高知

61 2020年1月26日 地域課題へ若者行動を　「まんまる高知」有志結成 附属病院 高知

62 2020年1月25日 卒業証書書き続け70年 高知大学、附属幼稚園 高知

63 2020年1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

64 2020年1月27日 本物との境界線　新聞を読んで 川村晶子客員准教授 高知

65 2020年1月28日 書家と碑文　谷脇溪翠 谷脇溪翠さん 高知

66 2020年1月27日 国公立大２次試験　願書受け付け開始　県内３大学も 高知大学 高知（夕）

67 2020年1月28日 漁業実習性と大学生交流　スポーツや料理楽しむ 高知大学生 高知

68 2020年1月28日 高知大と高知市　下水道事業連携 藤原拓教授 高知

69 2020年1月28日 インド医師　高知大視察　がんの光線医療学ぶ 附属病院 高知

70 2020年1月28日 黒笹さん観光特使に　「釣りバカ」モデル、移住促進も 黒笹慈幾客員教授 毎日

71 2020年1月28日 JR四国と学生　旅行企画 高知大学生 高知

72 2020年1月28日 いきものだいすき　ハルシャガイ 町田吉彦名誉教授 高知

73 2020年1月31日
高知大学教育学部音楽教育コース第41回定期演奏会　開催予
定

教育学部音楽教育コース 高知


