
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2019年5月1日 第3回高知大学特美OB慕南展 高知大学 高知

2
2019年5月1日 第12回健康フェスタ 堀野太郎講師 高知

3
2019年5月3日 生きる力養う　がん教育を 小林道也教授 高知

6
2019年5月3日 第3回高知大学特美OB慕南展 高知大学 高知

4
2019年5月4日 なんのこっちゃ総合研究所 黒笹慈幾客員教授 高知

5
2019年5月4日 高知大　初白星 サッカー部 高知

7
2019年5月5日 佐喜浜にキュン　ガイド本 学生団体　さきはま大好きクラブ 朝日

8
2019年5月5日 バルサキャンプでMVP 附属小　吉本君 高知

9
2019年5月5日 工科大　春初Vへ王手 硬式野球部 高知

10
2019年5月6日 工科大　優勝お預け 硬式野球部 高知

11
2019年5月6日 国立大　民間試験に懸念 高知大学 読売

12
2019年5月8日 県内初機能性表示食品 石塚悟史センター長 高知

13
2019年5月8日 いきものだいすき　ニホンヤモリ 斉藤知己准教授 高知

14
2019年5月8日 高知大2勝目 サッカー部 高知

15
2019年5月7日 工科大県勢21年ぶり全国 硬式野球部 高知

16
2019年5月9日 色彩水族館　カツオ 蒲原稔治名誉教授 高知

17
2019年5月10日 脳卒中市民公開講座 医学部 高知

18
2019年5月10日 エネルギー問題講演会 高知大名誉教授 読売

19
2019年5月10日 県出身若手音楽家6人が演奏会 卒業生　浜口夏実

高知
夕刊

24
2019年5月11日 UNIVAS高知大も加盟 高知大学 高知

20
2019年5月11日 バッハを歌ってみる日～あなたの声で、いま奏でてみましょう～ 小原浄二教授 高知

21
2019年5月12日 世界に通用する「本物と出会える高知観光」の実現 受田浩之理事 高知

22
2019年5月13日 映像で安田町活性化 えんむすび隊 高知

23
2019年5月13日 梼原町と高知大　地域振興へ協定 高知大学 高知

25
2019年5月13日 ぷよぷよeスポーツ　茨城国体に高知大生 高知大生 朝日

26
2019年5月13日 eスポーツ選手権県代表が決まる 高知大生 読売

27
2019年5月13日 eスポーツ熱戦に歓声 高知大生 高知

28
2019年5月13日 高知U４連覇 サッカー部OB 高知

29 2019年5月14日 小径腎がんに凍結療法 山上卓士教授 毎日

30
2019年5月14日 いきものだいすき　オオイトカケ 町田吉彦教授 高知

31
2019年5月15日 神宮初出場の工科大 硬式野球部　前監督　小松さん 高知

32
2019年5月15日 工科大３位　高知大７位 軟式野球部 高知

33
2019年5月15日 西土佐大宮１８日から祭り 高知大生 高知

34
2019年5月15日 花と演劇楽しんで 学生ボランティア団体　MB 高知

35
2019年5月15日 故　筒井さん洋画　里帰り 元高知大教授　筒井広道さん 高知

36
2019年5月16日 高知大にカッツォあり 同好会　カッツォ 高知

37
2019年5月16日 色彩水族館　アユ 蒲原稔治名誉教授 高知

38
2019年5月17日 バーレーン医大と新協定 高知大学 高知

39
2019年5月17日 脳卒中　早期発見を 上羽哲也教授 高知

40
2019年5月17日 バッハを歌ってみる日～あなたの声で、いま奏でてみましょう～ 小原浄二教授 高知

41
2019年5月17日 高知大学医学部管弦楽団第36回定期演奏会 医学部 読売

42
2019年5月19日 集落が喜んだ電気の灯り 大野晃名誉教授 高知

43
2019年5月20日 令和初の褒章670人19団体 卒業生　中沢宏之さん 高知

44
2019年5月19日 高知大引き分け サッカー部 高知

45
2019年5月21日 屋根ペイントで直販所PR 高知大生 高知

46
2019年5月21日 酷道走るライダーにPR　直販所屋根をペイント 高知大生 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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47
2019年5月21日 ひとととさ 卒業生　川村聡志さん 高知

48
2019年5月21日 いきものだいすき　サナダミズヒキガニ 町田吉彦教授 高知

49
2019年5月21日 歯科材料　高齢者に優しく 高知大学 日経

50
2019年5月22日 東京医科大、女子上回る 高知大学 朝日

51
2019年5月23日 見えた！！ピラルクー 同好会　カッツォ 高知

52
2019年5月23日 色彩水族館　マハタ 蒲原稔治名誉教授 高知

53
2019年5月23日 ウミガメ産卵もうすぐ 高知大学 毎日

54
2019年5月24日 物部川の今昔紹介 依光良三名誉教授 高知

55
2019年5月24日 県と内閣府などPFI推進協定官民事業導入後押し 高知大学 高知

56
2019年5月24日 EBウイルスの謎解明 樋口智紀助教 高知

57
2019年5月25日 ウミガメの卵見つけた！ 高知大学 毎日

58
2019年5月25日 四万十町で秘密基地遊び 地域協働学部 高知

59
2019年5月26日

市民公開講座基調講座　「尿失禁をあきらめていません
か？」「骨盤臓器脱って何？」

斎藤源顕教授 高知

60
2019年5月27日 いのぐ　複数の避難先「日々考えて」 大槻知史准教授 高知

61
2019年5月27日 土佐山は「第二の故郷」 地域協働学部

高知
夕刊

62
2019年5月28日 高知大留学生が授業　龍馬学園生学ぶ グエン・ハイ・ダンさん 毎日

63

2019年5月28日 いきものだいすき　アイアナゴ 町田吉彦教授 高知

64
2019年5月28日 土佐町民の幸福度は？ 高知大学 高知

65
2019年5月28日 五月飾り 高知大学 高知

66
2019年5月29日 土佐湾「黒い津波」の可能性 岡村真名誉教授 読売

67
2019年5月28日 話題　カッツォ 同好会　カッツォ

高知
夕刊

68
2019年5月30日 震えた！！ピラルクー 同好会　カッツォ 高知

69
2019年5月30日 色彩水族館　シイラ 蒲原稔治名誉教授 高知

70
2019年5月30日

あ組くらぶ　「初泣き」テレビデビュー 卒業生　河野真歩
高知
夕刊

71
2019年5月31日

地域から医療考える　高知大生　馬路村で合宿 医学部学生 高知

72
2019年5月31日

市民公開講座基調講座　「尿失禁をあきらめていません
か？」「骨盤臓器脱って何？」 斎藤源顕教授 高知


