
日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

2019年3月1日 高知就職ガイダンス 高知大学 高知

2019年3月1日 市民公開講座「他人事じゃない！介護への備え」 医学部 高知

2019年3月1日 中学生「臨床検査できた」　高知大病院で職業体験 医学部附属病院 高知

2019年3月1日 〔声ひろば〕書評　資本論 高知大生　岩崎和雄さん 高知

2019年3月1日 福寿草まつり3年ぶり復活 高知大生 朝日

2019年3月1日 高知大アメフット大躍進 高知大学アメフット部 高知

2019年3月1日 高知大アメフット大躍進　戦略と団結　HC不在補う 高知大学アメフット部 高知

2019年3月1日 第89回赤ちゃん会 医学部
高知
夕刊

2019年3月1日 高知育ちの洋画家出展　加藤さん東京で５人展 元教員
高知
夕刊

2019年3月2日 第89回赤ちゃん会 医学部
高知
夕刊

2019年3月2日 高知FD　新たな運営会社　「高知犬」経営基盤の強化目的 卒業生　道原順也さん 読売

2019年3月2日 就活解禁　短期決戦始まる　学生 残業、休日に関心 高知大生 高知

2019年3月2日 〔いきものだいすき〕ムツ 町田吉彦名誉教授 高知

2019年3月2日 〔なんのこっちゃ総合研究所〕競争主義覆す「年輪経営」 黒笹慈幾客員教授 高知

2019年3月2日 地方国立大も倒産機器⁉　高知大シンポで講演 高知大学 高知

2019年3月2日 はやぶさ２　高知大協力 理工学部　本田理恵先生 高知

2019年3月2日 〔NIE〕子どもの力　新聞で育成 藤田詠司教授 高知

2019年3月4日 リャーマス、高知大、KU南国4強　天皇杯県予選 サッカー部 高知

2019年3月5日 あかうし生産の研究発表 松川和嗣准教授 高知

2019年3月5日 大臣表彰　医学教育等関係業務功労者 医学部　要量夫、沖野和弘 高知

2019年3月5日 〔四国健康ナビ〕子供の鼠経ヘルニア自然に治るのか 医学部小児外科　大畠雅之特任教授 毎日

2019年3月5日 〔NIE〕小中高8校報告 藤田詠司教授 朝日

2019年3月5日 〔学校ニュース〕オーストラリアから”先生” 高知大学の教員 高知

2019年3月6日 〔いきものだいすき〕ハンドウイルカ 斉藤知己准教授 高知

2019年3月6日 消防功労者を表彰 高知大学 高知

2019年3月7日 〔声ひろば〕ひな祭り来場者に感謝 高知大生 高知

2019年3月7日 新たな居場所に感謝　高知文学学校へのお誘い 教員 高知

2019年3月7日 「榊山」の歩み　後世へ 卒業生　森本瓊則さん 高知

2019年3月7日 「あかうし」の現状学ぶ　試食会で香り、味　最高評価 高知大学 高知

2019年3月8日 青い光でがん発見　光線医療発展目指す 光線医療センター　井上啓史教授 高知

2019年3月8日 今年もおきゃく交流戦　FD、四銀など４チーム 地域協働学部生 高知

2019年3月8日 〔フロントライン〕めざすは積極プレー 卒業生　中田洋平さん
朝日

淡路版

2019年3月8日 がん治療拠点に高知大など389病院 医学部附属病院
高知
夕刊

2019年3月9日 県内国公立大学　前期1269人合格 高知大学 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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2019年3月9日 〔いきものだいすき〕アカシマホソユビシャコ 町田吉彦名誉教授 高知

2019年3月10日 JTフォーラム 受田浩之副学長 高知

2019年3月12日 〔声ひろば〕お守りのガーゼ 医学部附属病院 高知

2019年3月12日
〔こみゅっと〕心と体の健康講座～高齢者の悩みや心配をなくそう
～

森惟明名誉教授 高知

2019年3月13日 現職の板原氏　立候補を表明 卒業生　板原啓文さん 朝日

2019年3月13日 地域協働　学んだ600時間　通いつめ語り合う「実習」 地域協働学部 朝日

2019年3月15日 ODA事業化へ企業支援　JICA4社のプラン採択 高知大学 読売

2019年3月15日 高知大生団体25万円寄付
学生団体「サンデー・マーケット・サポーター
ズ」

高知

2019年3月15日 アンサンブルコン全国大会、高知大が辞退 吹奏楽団 朝日

2019年3月16日
〔こみゅっと〕心と体の健康講座～高齢者の悩みや心配をなくそう
～

森惟明名誉教授 高知

2019年3月16日 科学的に不合理な決定 岡村真名誉教授 愛媛

2019年3月16日 〔いきものだいすき〕サラサバイ 町田吉彦名誉教授 高知

2019年3月16日 伊方原発、差し止め認めず　想定上回る地震起こる可能性も 岡村真名誉教授
朝日

山口版

2019年3月16日 宮城の元職員と語り部　県内防災担当らと交流 防災推進センター 高知

2019年3月17日 〔声ひろば〕地震での揺れ対策は 岡村真名誉教授 高知

2019年3月17日 三陸の教訓　生かして　高知でシンポ　津波避難課題を指摘 防災推進センター 読売

2019年3月17日 〔なにわびと〕差別への怒りが原動力 卒業生　中田泰博さん
朝日

大阪版

2019年3月17日 三陸の教訓　高知へ　震災シンポ　元市課長ら語る 防災推進センター 朝日

2019年3月18日 〔声ひろば〕土佐分担と高知新聞 卒業生　渋谷勝也さん 高知

2019年3月18日 豊かな自然づくり　議論　高知さとうみシンポに200人 卒業生　熱田安武さん 読売

2019年3月18日 〔遊牧民の素の暮らし〕一緒に生活がしたい 卒業生　野尻幸弥さん
高知
夕刊

2019年3月19日 〔遊牧民の素の暮らし〕新居造りを手伝って… 卒業生　野尻幸弥さん
高知
夕刊

2019年3月19日 359人新たな一歩　県大卒業式 高知大学 高知

2019年3月19日 〔声ひろば〕所変われば 卒業生　岡本肇 高知

2019年3月19日 日曜市応援　10年で幕　高知大の学生団体 学生団体「サンデーマーケットサポーターズ」 読売

2019年3月20日 「黒田郡」浦之内湾で初調査 高知大学 高知

2019年3月20日 地方創生推進士に39人　高知大で認証式 高知大学 高知

2019年3月20日 〔遊牧民の素の暮らし〕プラスチックがない 卒業生　野尻幸弥さん
高知
夕刊

2019年3月20日 次世代型施設園芸へシンポ　AIで飛躍期す 高知大学 日本農業

2019年3月21日 ブラジル3医師　研修中　高知大病院　腹腔鏡手術学ぶ 医学部附属病院 高知

2019年3月21日 中組活性化に尽力　高知大卒業生　7年ぶりに再訪
卒業生　西森哲さん、古賀直樹さん、古賀和
嘉菜さん

高知

2019年3月21日 災害時　医療者へ方言ガイド　高知大・岩城准教授が作成 岩城裕之准教授 朝日

2019年3月22日 光線医療　治療も研究へ　高知大のセンター2周年 光線医療センター 高知

2019年3月23日 〔いきものだいすき〕テッポウイシモチ 町田吉彦名誉教授 高知

2019年3月23日 高知大卒業式　7学部1059人巣立つ 高知大学 読売
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2019年3月23日 〔遊牧民の素の暮らし〕動物と生き、敬い食す 卒業生　野尻幸弥さん
高知
夕刊

2019年3月23日 〔こみゅっと〕風良里　春のプチ祭り 農学部の学生 高知

2019年3月24日 44連隊の跡地購入へ　旧日本兵拠点　県「歴史的価値高い」 1年　森野純夏さん 毎日

2019年3月24日 災害備え方言理解を　医療現場用に手引 岩城裕之准教授 高知

2019年3月24日 〔声ひろば〕福寿まつりと学生 地域協働学部生 高知

2019年3月24日 バイパス手術　血流確保 医学部附属病院 読売

2019年3月24日 パラグアイの子供　色彩豊か絵画28点 学生団体「I.・Y・S高知」 読売

2019年3月25日 〔四国点描〕二ホンカワウソの体毛発見 町田吉彦教授（当時） 高知

2019年3月25日 県警　人材確保へ先手　採用試験1か月前倒し 2年　川上徹也さん 読売

2019年3月26日 〔研究の現場から〕PRP注射　「変形性股間節症」治療に 医学部　池内昌彦教授 毎日

2019年3月27日 高知大に「働き方」講座 高知大学 高知

2019年3月27日 発達障害で県　高知大協定　専門医や支援の人材養成 高知大学 高知

2019年3月27日 生命の基金　18年度助成内容 高知大学医学部 高知

2019年3月27日 〔声ひろば〕志を果たしに高知へ 1年　田部未空さん 高知

2019年3月28日 最古の沖縄歌謡　現代によみがえる 高橋美樹准教授 朝日

2019年3月28日 「黒田郡」解明へ試料採取 高知大学 高知

2019年3月28日 母と子　切れ目なく支援 卒業生　安芸理沙さん 高知

2019年3月28日 やってみて共有を　大槻知史准教授 大槻知史准教授 高知

2019年3月30日 〔いきものだいすき〕ヒメスダレガイ 町田吉彦名誉教授 高知

2019年3月31日 ビラ解禁　浸透に期待　各陣営工夫　効果は未知数 人文社会科学部　小川寛貴講師 高知

2019年3月31日 カフェで就職先探そう　高知市　大学生向けあす開業 地域協働学部生 高知


