
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2020年10月1日 臍帯血きょうだい投与　高知大　年内開始へ 医学部 高知

2
2020年10月1日 ◆10日に高知市でコロナ下の防災考える講演会◆ 佐々木康介講師 高知

3
2020年10月1日 さい帯血輸血　年内にも 医学部 読売

4
2020年10月1日 四国銀・高知銀が投資　高知大発医療機器ベンチャー 佐藤隆幸教授 日経

5
2020年10月1日 きょうだいの臍帯血　脳性まひの子に 高知大学 朝日

6
2020年10月1日 色彩水族館　メジナ（グレ） 蒲原稔治名誉教授 高知

7
2020年10月1日 高知コアセンターで地球のことを学ぼう　広告 海洋コア総合研究センター 高知

8
2020年10月1日 工科大　対面授業を再開 高知大学 高知（夕）

9
2020年10月2日 高知大に縁ある「門番」　JFLあすソニー仙台戦 山崎一帆さん・有間潤さん 高知

10
2020年10月2日 脳腫瘍克服し復帰　四銀野球部・柴田さん 柴田一路さん 高知

11
2020年10月3日 カブトムシで地域振興を　なんのこっちゃ総合研究所 黒笹慈幾客員教授 高知

12
2020年10月3日 加久見氏の歴史知って　土佐清水市民図書館 高知大学 高知

13
2020年10月3日 高知のエコチル調査より　朝ご飯 医学部 高知

14
2020年10月4日 工科大　２季ぶりV王手　野球四国六大学 野球部 高知

15
2020年10月5日 高知のエコチル調査より　おやつ 医学部 高知

16
2020年10月5日 人となり分かる記事好き　私と高知新聞 山本淑子さん 高知

17
2020年10月5日 工科大敗れV持ち越し　高知大３勝目　野球四国六大学 野球部 高知

18
2020年10月6日 高知のエコチル調査より　食物アレルギー 医学部 高知

19
2020年10月6日 健やかな老後をめざして　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

20
2020年10月7日 ミナミアオノリ　１日で重さ４倍　高知大確認 平岡雅規准教授 読売

21
2020年10月7日 高知大サッカー教室再開 サッカー部 高知

22
2020年10月8日 「いなぶっく」創刊10号　高知大生と住民協働発行 地域協働学部生 高知

23
2020年10月8日 四銀、高銀ファンド　医療機器企業に投資 高知大学 高知

24
2020年10月8日 色彩水族館　ハマフエフキ（クチビ） 蒲原稔治名誉教授 高知

25
2020年10月8日 南国市稲生の地域広報誌10号　短波 高知大生 高知（夕）

26
2020年10月9日 ◆あす光線医療学ぶオンライン講座◆ 光線医療センター 高知

27
2020年10月9日 高知コアセンターで地球のことを学ぼう　広告 海洋コア総合研究センター 高知

28
2020年10月9日 夢の種　話題 内園明日美さん 高知（夕）

29
2020年10月10日 鵜来島の戦争遺跡守ろう 和田結衣さん 高知

30
2020年10月10日 高知のエコチル調査より　好き嫌い 医学部 高知

31
2020年10月11日 避難所の感染対策　事前に 佐々木康介講師 高知

32
2020年10月14日 高知大病院駐車場　有料化　高新アーカイブ 附属病院 高知（夕）

33
2020年10月15日 色彩水族館　コチ 蒲原稔治名誉教授 高知

34
2020年10月15日 科学者の代表？　声欄 松岡達臣教授 高知

35 2020年10月16日 脳性まひ　改善に期待 高知大学 朝日

36
2020年10月16日 官民納得の基準　模索 今城逸雄講師 読売

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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37
2020年10月16日 光線医療・がん予防学ぶ　オンライン市民講座 光線医療センター 高知

38
2020年10月17日 事実を 冷静に 正確に　高知新聞「新聞と読者」委員会 川村晶子客員准教授 高知

39
2020年10月17日 高知U　１点にこだわれ　JFLあすV大分戦 西埜植さん 高知

40
2020年10月18日 高知大７勝目　サッカー四国大学リーグ サッカー部 高知

41
2020年10月18日 高知大不戦勝　３位が確定　野球四国六大学 野球部 高知

42
2020年10月19日 高知U　V大分に0-1 西埜植さん 高知

43
2020年10月19日 高知のエコチル調査より　花粉症 医学部 高知

44
2020年10月20日 海底微生物　最大310万種　高知コア研など推定 高知大学 高知

45
2020年10月20日 「第二高等女学校記念碑」　書家と碑文 森下早州さん 高知

46
2020年10月21日 ツアー商品に学生の感性　JR四国、４県大学と連携 高知大学 日経

47
2020年10月21日 第74回県展特選画廊「TAMAKO　2020」 高知大学 高知（夕）

48
2020年10月22日 色彩水族館　カタクチイワシ 蒲原稔治名誉教授 高知

49
2020年10月23日 干潟の生物探し　児童10人が観察 伊谷行教授 高知

50
2020年10月23日 健やかな老後をめざして　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

51
2020年10月24日 本県漁民の台湾移住　情報を 吉尾寛名誉教授 高知

52
2020年10月24日 コロナで生活困窮大学生に食料配布 高知大学 高知

53
2020年10月25日 教習コースでよっちょっれ！　高知大生に“演舞場”提供 高知大生 高知

54
2020年10月25日 医療者に心理的支援を　コロナ下の災害対応　専門家が講義 西山勤吾教授 高知

55
2020年10月25日 公開講演会「俳句で知る地学あれこれ」 吉倉紳一名誉教授 高知

56
2020年10月28日 不登校チア策など教育施策に意見 岡谷英明教授 読売

57
2020年10月29日 高知のエコチル調査より　習い事 医学部 高知

58
2020年10月29日 色彩水族館　ヒラソウダ 蒲原稔治名誉教授 高知

59
2020年10月30日 県国保賞にチーム稲生（南国市） 地域協働学部生 高知

60
2020年10月23日 ロコモ予防　運動を習慣に　シリーズ地域医療を考える 喜安克仁助教 毎日


