
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2021年2月2日 第51回高知大学書道部OB展　９日から開催 書道部OB 高知

2
2021年2月3日 珍魚テンガイハタ　見たり聞いたり 町田吉彦名誉教授 高知

3
2021年2月5日 不用文具 途上国へ 附属特別支援学校 高知

4
2021年2月5日 橋井昭六元本社社長死去　文化・芸術振興に尽力 橋井昭六さん 高知

5
2021年2月5日 高知大大学院に新コース 医科学専攻 高知

6
2021年2月5日 ◆「従業員幸福度」を高知大と研究へ 高知大学 高知

7
2021年2月5日 県出版文化賞４点決まる「小筑紫村の方言と習俗」など 高知大名誉教授 高知

8
2021年2月5日 四国コンテンツ映像フェスタ【特別賞】 地域協働学部生 高知

9
2021年2月6日 稲生の今昔 写真冊子に 地域協働学部稲生実習班 高知

10
2021年2月6日 第51回高知大学書道部OB展　９日から開催 書道部OB 高知

11
2021年2月6日 「災害への備え確認を」　元河北新報報道部長訴え 原忠教授 高知

12
2021年2月6日 土佐沖メタンハイドレート　詳細な３次元調査を 高知大学 日経

13
2021年2月6日 国公立大２次4.1倍　出願締め切り　志願1.6万人減 高知大学 高知

14
2021年2月6日 国公立大出願状況　毎日 高知大学 毎日

15
2021年2月6日 国公立大出願状況　日経 高知大学 日経

16
2021年2月6日 国公立大出願状況　産経 高知大学 産経

17
2021年2月6日 国公立大出願状況　読売 高知大学 読売

18
2021年2月6日 国公立大出願状況　朝日 高知大学 朝日

19
2021年2月9日 第51回高知大学書道部OB展　開催 書道部OB 高知

20
2021年2月9日 感染疑い患者施設　高知大病院も採択 附属病院 高知

21
2021年2月10日 高知大書道部　OBが作品展 書道部OB 毎日

22
2021年2月10日 古代史解き明かす遺跡　新聞を読んで 宮里修准教授 高知

23
2021年2月11日 桑茶 機能性表示食品に 高知大学 高知

24
2021年2月12日 はやぶさ２ 秘密に迫る 本田理恵教授 読売

25
2021年2月13日 県推進協が実践校募集 藤田詠司教授 高知

26
2021年2月14日 高知大に新手術室　高新アーカイブ 附属病院 高知

27
2021年2月16日 高級ブドウ、だれでも栽培 佐藤周之教授 日経

28
2021年2月16日 粉末桑茶で血糖値抑制 土佐FBC 読売

29
2021年2月17日 主な医療機関の心臓病の治療実績（2019年）　病院の実力 高知大学 読売

30
2021年2月19日 高知県民の幸福度　高知大と調査・研究 次世代地域創造センター 日経

31
2021年2月19日 県民幸福度 調査へ協定 次世代地域創造センター 読売

32
2021年2月19日 鉄欠乏性貧血治療の要点　こうち医療ウォッチ 田中優治医師 高知

33
2021年2月20日 ヤギ肉増産　全国展開を 川添建太郎さん 毎日

34
2021年2月20日 第13回 中谷賞、技術開発研究助成を決定しました。　広告 仁子陽輔助教 日経

35
2021年2月21日 まち復興 事前協議を　県、市町村向け指針づくり 原忠教授 読売

36
2021年2月21日 バー「オセロ」で音楽修業　ちいきのおと 浜端ヨウヘイさん 高知

37
2021年2月21日 実践指定の８校　来月６日報告会 藤田詠司教授 朝日
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38
2021年2月21日 バイパス手術 血流改善　病院の実力 高知大学 読売

39
2021年2月22日 日本詩人クラブ賞に林さん（高知市）　高新アーカイブ 林嗣夫さん 高知

40
2021年2月22日 命懸けの世界 伝える　ただ今修業中 佐々木翼さん 高知

41
2021年2月23日 諦めない大切さ学ぶ 青山結依さん 高知

42
2021年2月24日 NIE実践報告会　高知市で来月６日 藤田詠司教授 高知

43
2021年2月23日 留学生 分身ロボで“家族旅” 李洪男さん 高知

44
2021年2月20日 食品ロス削減へ連携 次世代地域創造センター 高知

45
2021年2月25日 新型コロナ対応でテレビ放送 小林道也がん治療センター長 高知

46
2021年2月25日 来月６日に実践報告会　指定校８校が発表 藤田詠司教授 毎日

47
2021年2月26日 避難路を「面」で確保　いのぐ「３・１１」と高知の10年 原忠教授 高知

48
2021年2月26日 赤ちゃん難聴 早期発見を 小林泰輔准教授 高知

49
2021年2月26日 東京IT企業 高知進出 高知大学 高知

50
2021年2月26日 第13回 中谷賞、技術開発研究助成を決定しました。　広告 仁子陽輔助教 日経

51
2021年2月28日 多彩な線表現の書70点　浜田尚川さん米寿展 浜田尚川さん 高知

52
2021年2月28日 ビジコン大賞に古道具店 須藤順准教授 読売


