
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2020年11月1日 ご存じですか？特発性肺線維症（IPF)　広告 横山彰仁教授 高知

2
2020年11月3日 「中内家墓碑」（高知市一宮）　書家と碑文 中内南城さん 高知

3
2020年11月3日 紫外線対策　高知のエコチル調査より 医学部 高知

4
2020年11月3日 厳しい環境の子 社会教育で支援 内田純一教授 読売

5
2020年11月3日 産学官連携の礎築く　瑞宝中綬章 越智雅光名誉教授 高知

6
2020年11月3日 瑞宝中綬章　一覧 越智雅光名誉教授 朝日

7
2020年11月3日 瑞宝中綬章　一覧 越智雅光名誉教授 高知

8
2020年11月3日 瑞宝中綬章　一覧 越智雅光名誉教授 読売

9
2020年11月3日 秋の叙勲　輝く受章者　県関係45人 越智雅光名誉教授 高知

10
2020年11月3日 秋の叙勲　4100人 越智雅光名誉教授 産経

11
2020年11月3日 秋の叙勲　県内37人 越智雅光名誉教授 読売

12
2020年11月4日 付属男子９年ぶりV　高知地区中学駅伝 附属中学校 高知

13
2020年11月5日 高知FD６選手退団 道原順也さん 高知

14
2020年11月5日 色彩水族館　カスミサクラダイ 蒲原稔治名誉教授 高知

15
2020年11月5日 ミナミテナガエビ幼生　10万匹　量産成功 高知大学 朝日

16
2020年11月6日 高知ペンクラブ賞に高知市の高橋正さん　文化消息 高橋正さん 高知

17
2020年11月6日 「皮膚の日（11月12日）」に寄せて 青木奈津子助教 高知

18
2020年11月6日 子どもの病気とコロナの学習会　すこやかナビ 附属病院 高知

19
2020年11月7日 「進化」と「循環」の時間生きる　なんのこっちゃ総合研究所 黒笹慈幾客員教授 高知

20
2020年11月7日 アトピー・乾燥肌　高知のエコチル調査より 医学部 高知

21
2020年11月8日 高知大 決勝へ　四国大学トーナメント サッカー部 高知

22
2020年11月10日 児童が運営　サッカー大会 中尾拓さん 高知

23
2020年11月10日 知事動静 高知大学 高知

24
2020年11月11日 四万十町児童ら　水鉄砲作り体験 地域協働学部生 高知

25
2020年11月12日 ◆28日に不登校支援の研究発表会◆ 岡田倫代教授 高知

26
2020年11月12日 色彩水族館　ウグイ 蒲原稔治名誉教授 高知

27
2020年11月12日 入浴　高知のエコチル調査より 医学部 高知

28
2020年11月13日 闘病乗り越え考え変化　都市対抗野球 柴田一路さん 毎日

29
2020年11月13日 秋篠宮ご夫妻、高知の研究施設とご懇談 高知大学 産経

30
2020年11月13日 光線医療学ぶ講座　高知市で14日　すこやかナビ 花崎和弘教授 高知

31
2020年11月13日 秋篠宮ご夫妻　本県“視察”　オンラインで 桜井克年学長 高知

32
2020年11月15日 高知大29度目V　サッカー四国大学トーナメント サッカー部 高知

33
2020年11月15日 新聞の中立性　声欄 松岡達臣教授 高知

34
2020年11月15日 人工心肺　扱い方講習　高知大医学部　コロナ重症者向け 医学部 毎日

35
2020年11月15日 「第３波」備えエクモ学ぶ　県内34人　高知大で講習会 医学部 高知

36
2020年11月15日 ●高知大学美術部“歴史展”　明日開催 美術部 高知

37
2020年11月15日 山男が訪ねた　四国の秘境 安森茂さん 朝日
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38
2020年11月15日 エクモ使用方法　高知大で講習会 医学部 朝日

39
2020年11月17日 「躍動（校訓碑）」（須崎市下分甲）　書家と碑文 町田碧峰さん 高知

40
2020年11月19日 遺跡通し人と向き合う　ただ今修行中 下木千佳さん 高知

41
2020年11月19日 無罪主張　周囲に支えられ　土佐中・高100周年式典 村木厚子さん 読売

42
2020年11月19日 色彩水族館　トラギス 蒲原稔治名誉教授 高知

43
2020年11月19日 天峰診療所展　27日開催 山崎天峰さん 高知

44
2020年11月20日 血管「光線医療」で可視化　高知大教授　最新機器紹介 佐藤隆幸教授 高知

45
2020年11月19日 ◆22日に土佐清水市でノジュール講演会◆ 長谷川精講師 高知

46
2020年11月22日 働く大人の言葉に学ぶ　大方高生 心構え聞き取り 川村晶子客員准教授 高知

47
2020年11月22日 開拓精神　土佐あちこち 高知大学 高知

48
2020年11月21日 高知大学美術部“歴史展”　開催中 美術部 高知

49
2020年11月21日 第１波を防ぐ効果　高知大・原忠教授に聞く 原忠教授 高知

50
2020年11月22日 パートナーとの関係　高知のエコチル調査より 医学部 高知

51
2020年11月22日 戻りガツオ　脂のった名残の味 受田浩之副学長 産経

52
2020年11月24日 稲生の歴史 写真でたどる　住民から収集 高知大生展示 地域協働学部生 高知

53
2020年11月25日 史料と関心 掘り起こす　自由は土佐のサンバシより 松岡僖一さん 高知（夕）

54
2020年11月26日 カツオ資源保護「諦めぬ」　県民会議セミナー 水産庁次長報告 受田浩之副学長 高知

55
2020年11月26日 色彩水族館　ハコフグ 蒲原稔治名誉教授 高知

56
2020年11月26日 ●天峰診療所展　明日開催 山崎天峰さん 高知

57
2020年11月27日 農福連携でブドウ栽培　高知大など４者、法人新設 高知大学 日経

58
2020年11月27日 国内感染増減状況２週前の米と酷似？　高知大名誉教授が指摘 藤田尚文名誉教授 高知

59
2020年11月28日 元厚労省事務次官・村木厚子さん 高知市で講演 村木厚子さん 高知

60
2020年11月28日 コロナで留学足止め 困惑 高知大学 高知（夕）

61
2020年11月29日 学生よさこい 踊って笑顔　感染対策し、高知で代替イベント 野村実央さん 毎日

62
2020年11月29日 コミュニケーション　高知のエコチル調査より 医学部 高知

63
2020年11月29日 学生よさこい 威勢良く 高知大学よさこいチーム 高知

64
2020年11月29日 よさこい 心躍る 高知大学よさこいチーム 読売

65
2020年11月30日 高知大など「地方創生推進士」　キャンパス探訪 陶山智美さん 朝日

66
2020年11月29日 コロナ 追い詰められる学生　ひらく日本の大学 高知大学 朝日


