
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2021年3月3日 室戸の医療充実へ覚書 医学部 高知

2
2021年3月4日 同じ場所に異種ドジョウ　越智町 横倉山周辺調査で報告 高知大学 高知

3
2021年3月5日 日本呼吸器学会 花粉症季節受け提言 横山彰仁教授 高知

4
2021年3月5日 前立腺がんテーマ　あす市民公開講座　すこやかナビ 医学部泌尿器科学講座 高知

5
2021年3月6日 高知文学学校第67期スケジュール　学芸

宗洋准教授、田鎖数馬教授、高橋俊教
授、瀬戸武彦教授

高知

6
2021年3月6日 高知毎日児童生徒紙上書展　特選 附属小３年　高橋由乃さん 毎日

7
2021年3月6日 講演会「新安保法制違憲訴訟の論点」　13日開催 岡田健一郎准教授 高知

8
2021年3月7日 新聞活用で社会に目を 藤田詠司教授 高知

9
2021年3月8日 先進「蛇籠」でネパール支援　キャンパス探訪 原忠教授 朝日

10
2021年3月8日 よさこいで始まる恋　四国ストーリーズ 高知大学 読売

11
2021年3月9日 楽しく伝えること重視　参加11人 防災へ思い新た 佐野太亮さん 高知

12
2021年3月9日 高知市介護保険料256円増 安田誠史教授 高知

13
2021年3月9日 県内国公立大　前期1246人合格 高知大学 高知

14
2021年3月9日 「仁淀村　閉村の碑」書家と碑文 大野祥雲さん 高知

15
2021年3月9日 好きこそものの上手なれ 高知大学 高知

16
2021年3月10日 女性の人権考えて　国際女性デー 高知大講師講演 佐藤洋子講師 高知

17
2021年3月11日 相互扶助で危機乗り越え 陶山智美さん 高知

18
2021年3月11日 嶺北公共交通計画　社会実験の状況は 附属病院 高知

19
2021年3月11日 津波危機訴え 講演1700回 岡村眞名誉教授 朝日

20
2021年3月11日 東京IT企業　高知に拠点 高知大学 読売

21
2021年3月12日 てんでんこ対策に奔走 高知大学 朝日

22
2021年3月12日 講演会「新安保法制違憲訴訟の論点」　明日開催 岡田健一郎准教授 高知

23
2021年3月12日 前立腺がん　早期発見を　県内医師４人 オンライン講座 安宅香弥医師 高知

24
2021年3月13日 意思決定の場に女性を 高知大講師が講演 佐藤洋子講師 毎日

25
2021年3月13日 サッカー審判　若手続々 高知大学 高知

26
2021年3月14日 全日本女子剣道選手権組み合わせ 藤井梨依さん 読売

27
2021年3月14日 高知U きょう開幕戦 山崎一帆さん 高知

28
2021年3月14日 本山町議会　一般質問 高知大学 高知

29
2021年3月16日 防災交流　知識海外へ　黒潮町の津波対策 次世代地域創造センター 朝日

30
2021年3月16日 ハザードマップ疑え　声欄 岡村眞名誉教授 高知

31
2021年3月16日 思い大きく力強く　書家と碑文 唐岩碧水さん 高知

32
2021年3月17日 ハンデ生かし避難対策　車いすの男性 防災士に 坂本茉紀さん 読売

33
2021年3月17日 シリーズ「名医が教える病気と予防」　広告 池内昌彦教授 産経

34
2021年3月17日 腹部大動脈瘤 増える血管内治療　安心の設計 高知大学 読売

35
2021年3月17日 医師試験9058人合格 高知大学 高知

36
2021年3月18日 竹内教育長を再任　三原村議会 武内右典さん 高知

37
2021年3月19日 四国５大学 教員養成連携　貴校設立 高知大学 読売

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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38
2021年3月19日 四国５国立大が法人設立 高知大学 高知

39
2021年3月19日 防災地図 住民の配布 高知大生 読売

40
2021年3月19日 慢性腎臓病の治療　27日にテレビ講座 寺田典生教授 高知

41
2021年3月19日 伊方稼働容認に県内賛否　「リスクを過少評価」 岡村眞名誉教授 高知

42
2021年3月19日 高知工科大で卒業式　629人門出祝う 高知大学 高知

43
2021年3月22日 朝倉城 中世に大規模造成　高知大考古学研究室が調査 宮里修准教授 高知

44
2021年3月21日 教員養成へ連携　四国５国立大　相互受講可に 高知大学 毎日

45
2021年3月20日 液状化で避難速度３割減 原忠教授 高知

46
2021年3月20日 四国の５国立大連携法人　教職課程の一部、共同運営 高知大学 日経

47
2021年3月22日 車いす避難　危険個所は　四肢まひの防災士がマップ 防災すけっと隊 高知

48
2021年3月22日 高知大、リャーマス勝利　サッカー天皇杯 サッカー部 高知

49
2021年3月23日 広がりと強さ感じる　書家と碑文 高松紅真さん 高知

50
2021年3月24日 四国５国立大 連携強化　教職員育成へ司令塔 高知大学 産経

51
2021年3月24日 高知大学卒業式　くろしお 高知大学 高知

52
2021年3月28日 ステント内挿術　増加　病院の実力 高知大学 読売

53
2021年3月29日 美しい世界を見いだす　堀内理香（須崎市）佐川町で個展 堀内理香さん 高知

54
2021年3月29日 KU南国、高知大 準決へ　サッカー天皇杯県予選 サッカー部 高知

55
2021年3月29日 岡村教育長再任　中土佐町議会 岡村光幸さん 高知

56
2021年3月27日 生命の基金 20年度助成内容 医学部 高知

57
2021年3月30日 「車いすの防災士」桑名さんと高知大生 防災マップ作成 防災すけっと隊 毎日


