
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2019年2月1日 〔告知板〕エコチル調査子育て講演会 医学部 朝日

2019年2月1日 教員就職率が58.9％に微減　国立養成大学業者 高知大学 高知

2019年2月1日 ジビエ、狩猟　魅力知って　香美市　あす講演や料理販売 高知大学狩猟サークル 高知

2019年2月1日 次世代施設園芸　農研機構と協定 高知大学 日経

2019年2月2日 第89回赤ちゃん会開催要項 医学部 高知

2019年2月2日 〔なんのこっちゃ総合研究所〕高知新港で釣りたい！ 黒笹慈幾客員教授 高知

2019年2月2日 学校と地域　融合を　稲生小で全国フォーラム 地域協働学部の学生 高知

2019年2月2日 〔いきものだいすき〕ウミスズメ 町田吉彦名誉教授 高知

2019年2月2日 高知大・カザフの大学交流進む 高知大学 朝日

2019年2月3日 県や３大学と協定　農業ビックデータ活用で 高知大学 毎日

2019年2月4日 佐川体験博　プレ開幕 地域協働学部　２年　松野恵さん 高知

2019年2月4日 ジビエの魅力満載　香美市フォーラムに300人 狩猟サークル「ハンプロ」　池田俊寛さん 高知

2019年2月5日 がん検診　家族に勧めて　南国市・三和小　高知大医師が授業
小林道也がん治療センター長
横山美矢子医師

高知

2019年2月5日 〔こみゅっと〕第49回高知大学書道部OB展 書道部OB 高知

2019年2月5日 〔こみゅっと〕地域と大学を結ぶ会 医学部　奥谷文乃教授 高知

2019年2月5日 地域協働学部　進路は普通？ 地域協働学部 高知

2019年2月6日 カツオ文化日本遺産申請　県民会議「一本釣り、漁師町守る」 受田浩之副学長 読売

2019年2月6日 高知大「芸文」歴史つなげ　高知市で卒業制作展 教育学部生涯教育課程芸術文化コース 高知

2019年2月6日 高知大学防災推進センターシンポジウム 高知大学 朝日

2019年2月6日 〔こみゅっと〕第11回高知市医師会市民フォーラム 医学部家庭医療学講座　阿波谷敏英教授 高知

2019年2月7日 直径数㎛の酸化物微粒子、海底堆積物から発見　海洋機構など 海洋コア総合研究センター
日刊工業新

聞
デジタル版

2019年2月7日 国公立大2次4.4倍　高知大前年比480人増 高知大学 高知

2019年2月8日 青森FC黒潮町合宿　サッカーJ3目指し鍛錬 サッカー部 高知

2019年2月8日 深海に大量マンガン粒 高知大学 高知

2019年2月8日
〔こみゅっと〕高知大学防災推進センターシンポジウム「高知大学
は貢献します―高知県の防災への取組―」

高知大学 高知

2019年2月8日 深海に大量マンガン粒　高知大など発見
海洋コア総合研究センター　浦本豪一郎特
任助教

高知

2019年2月9日 〔いのぐ〕複数の避難パターンを 地域協働学部　大槻知史准教授 高知

2019年2月9日 〔いのぐ〕安心な街　次代に 防災すけっと隊　伊藤修一さん 高知

2019年2月9日 〔いきものだいすき〕ネジガイ 町田吉彦名誉教授 高知

2019年2月10日 〔こみゅっと〕第49回高知大学書道部OB展 書道部OB 高知

2019年2月11日 高校生ハンター増を　県、猟友会が出前講習 農林海洋科学部 高知

2019年2月11日 県内3団体が全国へ　アンサンブル四国大会 高知大生 高知

2019年2月11日 高知大生野球部　勉強も指導 野球部 高知

2019年2月13日 高知大生　行政相談21件　評価支局幹部らと懇談 高知大生 読売

2019年2月13日 高知大、高知県　災害多発県の知見を共有 高知大学
日本水道新

聞
電子版

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学



日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2019年2月13日 〔こみゅっと〕第49回高知大学書道部OB展 書道部OB 高知

2019年2月13日 大学をテーマに河合雅司さん講演 河合雅司客員教授 高知

2019年2月15日 自然・体験観光を推進　中山間振興も後押し 医学部
高知
夕刊

2019年2月15日 「地域の強み」探る　高知市で活性化シンポ 石塚悟史准教授 高知

2019年2月15日 〔こみゅっと〕第11回高知市医師会市民フォーラム 医学部家庭医療学講座　阿波谷敏英教授 高知

2019年2月15日
〔こみゅっと〕高知大学防災推進センターシンポジウム「高知大学
は貢献します―高知県の防災への取組―」

防災推進センター 高知

2019年2月15日 〔こみゅっと〕これからの地域コミュニティを考えるフォーラム 地域協働学部　大槻知史准教授 高知

2019年2月15日 高知大学防災推進センターシンポジウム 防災推進センター 読売

2019年2月15日 うらら展 教育学部芸術文化コース 読売

2019年2月15日 看護師のための災害看護研修会 岩城裕之准教授 朝日

2019年2月15日 ネットの危険教育必要　学校、警察関係者ら研修 学術情報基盤図書館　佐々木正人准教授 読売

2019年2月16日 地域協働教育のこれからについて考えるシンポ 受田浩之副学長
愛媛新聞
電子版

2019年2月16日 〔こみゅっと〕第49回高知大学書道部OB展 書道部OB 高知

2019年2月17日 防災・減災取り組み紹介　高知大学推進センター設立3年シンポ 防災推進センター 読売

2019年2月17日 被災時「地域力問われる」　高知大が防災シンポ 防災推進センター 朝日

2019年2月17日 〔キャンパス探訪〕　高知大・地域協働学部「Café　satobito」 地域協働学部生 朝日

2019年2月18日 がんゲノム医療4月開始　高知大病院最適な治療探る 医学部附属病院 高知

2019年2月19日 図書室　保護者協力で再生　高知大附属幼稚園 附属幼稚園
高知
夕刊

2019年2月20日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

2019年2月20日 主な医療機関の前立腺がんの治療実績 医学部附属病院 読売

2019年2月20日 自閉症児の親ら支援へ　いの町の元教員ら　英資格取得し開講 元職員　久武夕希子さん 高知

2019年2月20日 タコつぼ脱却　学会変革を 高知大学 日経

2019年2月20日 林鉄の物語に深みを　高知大生ら　中芸住民の記憶発掘 高知大生 高知

2019年2月20日 日高村に巨大ひな人形　高知大生と住民制作 学生サークル「あだだん」 高知

2019年2月20日 高知大が観光人材育成　専門家招き開放講座 高知大学
高知
夕刊

2019年2月20日 県内観光振興へ人材育成　高知大開放講座に注力 高知大学
高知
夕刊

2019年2月21日 防災士、高知大生と連携 防災すけっと隊 高知

2019年2月21日 西武vs台湾　ファン歓声　高知でプロ野球交流試合 1年　岡本直己さん 読売

2019年2月21日 高吾４高校へ地元から　再編周知会　活性策住民に紹介 地域協働学部 高知

2019年2月22日 佐川町でも展示イベント　あす開幕大学生ら準備 えんむすび隊 高知

2019年2月22日 災害時の「方言問題」考える　高知医療支援巡り講演会 岩城裕之准教授 毎日

2019年2月22日
これからの地域コミュニティを考えるフォーラム「世代交代のヒント
を探してみよう」

大槻知史准教授 読売

2019年2月22日
〔講演会〕第2回褐毛和種シンポジウム「褐毛和種の『現在』と研究
で拓く『未来』」

松川和嗣准教授 朝日

2019年2月22日
最期の迎え方考えて　高知市医師会フォーラム　阿波谷・高知大
教授が講演

阿波谷敏英教授 高知

2019年2月22日 〔話題〕シルクロード 浦本豪一郎特任助教
高知
夕刊
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新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学

2019年2月23日 はやぶさ2　着陸あと2回　人工クレーター作成へ 本田理恵教授 高知

2019年2月23日 〔いきものだいすき〕カヤノミカニモリ 町田吉彦名誉教授 高知

2019年2月23日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

2019年2月23日 西村さん優秀賞　四国ビジネスコン　ジビエで店展開 教授ら設立ベンチャー企業「海洋計測」 高知

2019年2月23日 来月「魚類分類学」講座 遠藤広光教授 読売

2019年2月23日 〔こみゅっと〕これからの地域コミュニティを考えるフォーラム 大槻知史准教授 高知

2019年2月23日 がんゲノム医療4月開始　高知大病院「治療選択の幅広がる」 医学部附属病院 読売

2019年2月24日 中国人留学生ら春節祝う　高知市　意見交換歌や踊りも 高知大学 高知

2019年2月24日 中学生　病院の仕事体験　南国　エコー検査など挑戦 医学部附属病院 読売

2019年2月24日 〔社説〕宇宙探査への貢献大きい　はやぶさ２ 高知大学の研究者 高知

2019年2月24日 〔病院の実力〕ロボ手術細やかな操作可能 医学部附属病院 読売

2019年2月25日 華やかなひな人形８００体　四万十町　大正浪漫イベント盛況 えんむすび隊 高知

2019年2月25日 実践指定８校が今年度の報告会 教育学部　藤田詠司教授 毎日

2019年2月25日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

2019年2月25日 〔所感雑感〕春よ来い 教職実践高度化専攻　永野隆史教授 高知

2019年2月25日 国公立大2次試験開始　前期日程県内３大学に３６００人 高知大学
高知
夕刊

2019年2月26日 県内３大学３２９８人受験　国公立２次 高知大学 高知

2019年2月26日 受験生　春に挑む　国公立大２次入試 高知大学 読売

2019年2月26日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

2019年2月26日 思いやり育む防災施策を　須崎市　国内外大学生ら提言 高知大学 高知

2019年2月26日 〔声ひろば〕福寿草に恋して 高知大生 高知

2019年2月26日 高知市で来月２日NIE実践報告会 教育学部　藤田詠司教授 高知

2019年2月27日 高知大野球部に女子選手　宮本さん異例の挑戦 野球部１年　宮本鈴那さん 高知

2019年2月27日 「生コン事件」語り継ぐ　高知で環境問題学習会 次世代地域創造センター　森明香助教 読売

2019年2月28日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知


