
通番 日  付 記　　事 掲載された部局・関係者 新聞社名

1
2019年7月1日 土佐鳥瞰紀行「土佐の宮島」 高知大学 高知

2
2019年7月1日 防災の知識身に付ける　地震の仕組み学ぶ 松岡裕美准教授 毎日

3
2019年7月2日 いきものだいすき 町田吉彦名誉教授 高知

4
2019年7月2日 生命の基金1000万円助成 高知大学 高知

5
2019年7月3日 いきものだいすき 斉藤知巳准教授 高知

6
2019年7月3日 画文集「寝て待て」出版 卒業生　片木太郎さん 高知

7
2019年7月3日 ビッグバンドフェス　7日高知市 高知大学ゆずジャズ 高知

8
2019年7月4日 うちのセンセイ　少年との向き合い方指導 加藤誠之准教授 読売

9
2019年7月4日 家庭蔵書は重要史料 卒業生　鍋島由子さん 高知

10
2019年7月4日 戦前の小筑紫方言集発見 上野智子名誉教授 高知

11
2019年7月4日 色彩水族館　イトヨリ 蒲原稔治名誉教授 高知

12
2019年7月5日 生魚触り魚アレルギーに？ 佐野栄紀教授 高知

13
2019年7月6日 なんのこっちゃ総合研究所 黒笹慈幾客員教授 高知

14
2019年7月6日 高知毎日児童生徒紙上書展 附属小学校　高橋由乃さん 毎日

15
2019年7月8日 マンドリン土曜会 高知大学マンドリンクラブ 高知

16
2019年7月8日 13日マンドリン演奏会 高知大学マンドリンクラブ 高知

17
2019年7月9日 龍河洞映像武器にPR 地域協働学部　石井さん 高知

18
2019年7月9日 四国健康ナビ 医学部　久野貴平 毎日

19
2019年7月9日 いきものだいすき 町田吉彦名誉教授 高知

20
2019年7月10日 尾崎知事動静 高知大学 高知

21
2019年7月11日 黒田郡と石柱の関連否定 高知大学 高知

22
2019年7月11日 はっぴぃ魚ッチ 同好会カッツォ 高知

23
2019年7月11日 難コース260人力走 高知大学農林海洋科学部 高知

24
2019年7月11日 留学生母国の踊りで交流 附属中学校 読売

25
2019年7月11日 ユズ種子油メタボ予防は 高知大学 高知

26 2019年7月11日 色彩水族館　チダイ 蒲原稔治名誉教授 高知

27
2019年7月12日 内視鏡手術ロボ体験 医学部泌尿器科 高知

28
2019年7月12日

地域の課題を解決しSDGsの達成を目指すへき地・複式教育　国
際セミナー

国際連携推進センター 高知

29
2019年7月12日 ネフローゼ症候群　学習会と交流会 医学部　堀野太郎 高知

30
2019年7月13日 神経疾患　声出にくく 医学部　兵頭政光 読売夕刊

31
2019年7月12日 ガザの窮状「伝えたい」 卒業生　清田さん 高知夕刊

32
2019年7月15日 街頭投票率80% 高知大生 高知

33
2019年7月17日 男子中沢V２　女子森岡初 剣道部　三村さん 高知

34
2019年7月18日 色彩水族館　オイカワ 蒲原稔治名誉教授 高知

35
2019年7月18日 ミスマーメイドに　香南市夜須町 ヨット部　池田さん 高知

36
2019年7月18日 社会起業家の講演 地域協働学部 高知

新 聞 で 報 道 さ れ た 高 知 大 学
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37
2019年7月18日 ひらめき　ときめきサイエンス 農林海洋科学部 高知

38
2019年7月19日

地方創生の志を胸に学ぶ 川竹大輔特任准教授 日経

39
2019年7月19日

命の尊さ子供に伝え 高知大生 毎日

40
2019年7月19日

日本のへき地教育学ぶ 柳林信彦教授 毎日

41
2019年7月19日

令選熱戦 小川寛貴講師 高知

42
2019年7月19日

高知大学オープンキャンパス２０１９ 高知大学 高知

43
2019年7月20日

若者と選挙　近づけるには 小川寛貴講師 高知夕刊

44
2019年7月21日

夏休み　防災やってみよう 大槻准教授 高知

45
2019年7月21日

県産２品食コン最高賞 地域協働学部 高知

46
2019年7月21日

校区ジオラマ　香長平野実感 高知大学 高知

47
2019年7月20日

満州史次世代に伝えて 大野正夫名誉教授 高知

48
2019年7月20日

夜相撲　エンコウに奉納 高知大生 高知

49
2019年7月20日

へき地・複式教育　国際セミナー 国際連携推進センター 毎日

50
2019年7月20日 地域の課題を解決しSDGsの達成を目指すへき地・複式教

育　国際セミナー 国際連携推進センター 高知

51
2019年7月23日

いきものだいすき　 町田吉彦名誉教授 高知

52
2019年7月23日

話題　あなたの・・・ 高知大生 高知

53
2019年7月23日

満州の歴史を語り継ぐ 大野正夫名誉教授 高知

54
2019年7月24日

ブルーベリーづくし収穫祭 地域協働学部 高知

55
2019年7月24日

高知市で防災講演会 理工学部　張浩准教授 高知

56
2019年7月25日

色彩水族館　ひらめ 蒲原稔治名誉教授 高知

57
2019年7月25日

高知海南史学会２０１９年度大会・公開記念講演 吉尾寛名誉教授 高知

58
2019年7月25日

ヘルメット大人協力を 柳林信彦教授 高知

59
2019年7月26日

高知大学　西敷地以外へ 高知大学 高知

60
2019年7月27日

アーケードが学習塾に 理工学部 高知

61
2019年7月29日

矢部５０バタ県新 丑本知大さん 高知

62
2019年7月27日

西山医師　高知大教授に 医学部　西山謹吾 高知

63
2019年7月30日

高知市街中心部拠点の検討継続 高知大学 朝日

64
2019年7月30日

いきものだいすき　 町田吉彦名誉教授 高知

65
2019年7月30日

深層水「機能性」で勝負 高知大学 高知

66
2019年7月31日

高知市の浪越篤彦銀座で抽象画展 卒業生　浪越篤彦さん 高知


