2021/4/7
名城大学、卒業生、教員、在学生など、本学関係者が紹介された新聞・テレビなどの媒体を紹介します。
※メディア名の前に「★」印があるものは、教職員および本学関係者の方からお寄せいただいた情報です。
本学に関する記事や話題がございましたら、ぜひ渉外部までお知らせください。

メディアで見る名城大学（2021年3月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

3月1日 中日スポーツ

栗林はリリーフ起用

3月1日 日刊スポーツ（web）

中日OB森越氏が名城大コーチ就任「成長を支え」

3月1日 中日新聞（web）

元中日、阪神の森越祐人さんが名城大野球部野手総合コーチ就任
「リーグ優勝、全国制覇できるよう頑張る」

硬式野球部：森越祐人コーチ、山内
壮馬コーチ
硬式野球部：森越祐人コーチ、山内
壮馬コーチ

3月1日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(265) 大学で学ぶこと・上

池上彰教授

原子を色分け、観察可能に 名城大・飯島氏ら新手法開発

飯島澄男終身教授

3月2日 中日スポーツ

充実キャンプ完走 開幕クローザーへ 栗林 無失点継続誓う

卒業生：栗林良吏さん

3月2日 中日スポーツ

竜OB森越さん 名城大コーチ

3月2日 中日新聞

森越さん 名城大コーチ就任

3月3日 CBCテレビ

【チャント！】コロナで困窮の学生を支援 「フードバンク」食料品を無料
で

3月4日 日刊工業新聞

名城大、22年4月に情報工学部を新設

3月4日 中部経済新聞

【オープンカレッジ】いざという時の備えの「価値」は

都市情報学部：森杉雅史教授

3月4日 日本経済新聞

新産業創出イベント 名古屋市と10大学

Tongaliプロジェクト（起業家育成プ
ロジェクト）

3月4日 中日新聞（中南信）

名古屋の大学生が学習支援 南木曽中生にリモート指導

3月5日 東京新聞（web）

名城大、PCR検査で変異株判別 国内外の8種類、迅速対応に期待

3月8日 ＴＢＳテレビ

【あさチャン！】変異ウイルス2ヶ月で10倍に PCRと同時に"変異"識別
薬学部：神野透人教授
可能

3月8日 ＣＢＣテレビ

【チャント！】名城大学の研究に期待も 変異ウイルスどうする？

薬学部：神野透人教授

3月8日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(266) 大学で学ぶこと・下

池上彰教授

3月9日 中日新聞（岐阜）

水泳 中部学生室内選手権（7日・愛院大）

水上競技部、都市情報学部4年：若
園大貴さん

3月9日 中日新聞

NAGOYA WOMAN'S MARATHON 2021 春一番駆け出せ 響け希望の
足音

卒業生：赤坂よもぎさん

3月10日 中日新聞

◇中日書きぞめ展入賞者

附属高校

3月10日 ＣＢＣテレビ

【チャント！】中学生で陸前高田市を訪問 あの時の少女は今何を思う
…

卒業生：太田海さん

3月10日 中日新聞

コロナ禍 学生に食料配布 名城大教職員らがカンパ

3月10日 朝日新聞

名城大、「情報工学部」開設へ

3月11日 中日新聞

sports愛知 ◇水泳

3月11日 中日新聞（三重）

水泳 中部学生室内選手権（7日・愛院大）

3月11日 日本テレビ

【news every.】"変異"拡大…沖縄で初確認 PCRと同時に変異識別を開
薬学部：神野透人教授
発

3月12日 中部経済新聞

次世代モビリティイベント 四日市市19日から

理工学部：松本幸正教授

3月12日 読売テレビ

【ミヤネ屋】変異株PCRで"同時判別" 愛知名城大が開発で期待

薬学部：神野透人教授

3月12日 日本テレビ

【Oha!4 NEWS LIVE】

薬学部：神野透人教授

3月12日 札幌テレビ

【どさんこワイド】

薬学部：神野透人教授

3月1日

山陽新聞デジタル
（web）

卒業生：栗林良吏さん

硬式野球部：森越祐人コーチ、山内
壮馬コーチ、安江均監督
硬式野球部：森越祐人コーチ、山内
壮馬コーチ
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薬学部：神野透人教授

水上競技部、都市情報学部4年：若
園大貴さん
水上競技部、都市情報学部4年：若
園大貴さん

メディアで見る名城大学（2021年3月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

3月12日 中日新聞（尾張）

今枝さん、神谷さん最優秀 真清田神社献書大会 入賞者決まる

附属高校

3月12日 ＮＨＫ

【まるっと！】陸前高田 桜がつなぐ震災の記憶 愛知出身の青年も活
動

卒業生：太田海さん

3月12日

Jpubb（業界・専門
紙）

名城大学 自動運転 位置推定技術開発用データセット

3月13日 日本テレビ

【ズームイン！！サタデー】"変異"現状9割超調べられず PCRと同時に
薬学部：神野透人教授
確認できる検査を

3月13日 読売テレビ

【ウェークアップ】

薬学部：神野透人教授

3月13日 中日新聞

NAGOYA WOMAN'S MARATHON 2021 あす号砲

卒業生：赤坂よもぎさん

母校名城大でコーチ就任 元中日 森越祐人氏

硬式野球部：森越祐人コーチ、山内
壮馬コーチ、安江均監督

NAGOYA WOMAN'S MARATHON 2021 きょう号砲

卒業生：赤坂よもぎさん

3月13日

タウンニュースてん
ぱく

3月14日 中日新聞

赤坂よもぎ健闘6位入賞 パリ五輪目指す25歳「毎日こつこつと練習を積
卒業生：赤坂よもぎさん
み重ねてステップアップしたい」【名古屋ウィメンズマラソン】
女子駅伝部、外国語学部2年：小林
【陸上】名城大・小林成美 勝因は「ユニバに行きたいという気持ち」／第
3月14日 ヤフーニュース（web）
成美さん、法学部2年：荒井優奈さ
24回日本学生女子ハーフマラソン
ん
3月14日 ヤフーニュース（web）

3月14日 中日新聞

海洋の貧栄養化を漁協関係者ら学ぶ 中電と名城大が企画

【ワールドビジネスサテライト】NEXT STAGE コロナとの闘い 変異株特
定できるPCR検査
スポニチアネックス 「半沢直樹」土下座話題の佃典彦 月9初出演に緊張「ずっと膝が震えて
3月15日
（web）
いました」「監察医 朝顔」最終回
【陸上】名城大・加世田梨花 最強チームを作ったエース、喜びも悔しさ
3月15日 ヤフーニュース（web）
も味わった4年間「名城でよかった」
次世代モビリティ乗ろう 四日市市 市中心部 交通の在り方考える 19
3月16日 中日新聞（北勢）
～21日市民参加型イベント
3月15日 テレビ東京

3月16日 朝日新聞

日本学生ハーフは鎌田が優勝

3月16日 中日新聞

名城大・小林が優勝 日本学生ハーフ女子

3月16日 読売新聞（東京）

学生ハーフ 198人力走 立川 男子鎌田選手・女子小林選手Ｖ

3月16日

秋田魁新報電子版
（web）

大曲高出の鈴木優花が2位 日本学生ハーフマラソン

薬学部：神野透人教授
卒業生：佃典彦さん
女子駅伝部、法学部4年：加世田梨
花さん
理工学部：松本幸正教授
女子駅伝部、外国語学部2年：小林
成美さん
女子駅伝部、外国語学部2年：小林
成美さん
女子駅伝部、外国語学部2年：小林
成美さん
女子駅伝部、外国語学部2年：小林
成美さん

3月16日 中日新聞（尾張）

みんなのスポーツ ◇津島若鳩杯テニス男子ダブルスナイトマッチ（7
日）

硬式庭球部、経済学部2年：石原守
さん、都市情報学部2年：酒井一匡
さん

3月16日 CNN（web）

These Asian countries are giving dual citizens an ultimatum on
nationality -- and loyalty

法学部：近藤敦教授

3月16日 ★日本経済新聞

【ナゴヤのトリセツ】「乾杯！」は愛知のお酒で

農学部：加藤雅士教授

3月16日 朝日新聞

【陸上】名古屋ウィメンズマラソン 松田V 五輪届かなくても

卒業生：赤坂よもぎさん

3月16日

ニフティニュース
（web）

政界と球界における ガラスの天井を破った女性の立ち位置 【メジャー
外国語学部：鈴村裕輔准教授
リーグ通信】

3月16日 朝日新聞

【メディアフォーラム2021】震災報道10年 見つめつなぐ

3月16日 中部経済新聞

愛知県 名城大、スギ薬局などと協定

3月17日 中日新聞

セ6球団の新陣容 広島東洋カープ

卒業生：栗林良吏さん

3月17日 メ～テレ

【アップ！】期待 変異型いち早く識別へ 名城大が開発

薬学部：神野透人教授

3月17日 メ～テレ

【ドデスカ！】独自性強め！愛知の体操文化とは 学校あるある大調査 附属高校

3月17日 フジテレビ

監察医 朝顔

卒業生：佃典彦さん

3月17日 中日新聞

セ6球団の新陣容 中日ドラゴンズ

卒業生：蔵本英智さん

3月17日 中日新聞

【みんなの本】「気になる子」が通常学級に溶け込む！10の理論・10の技 教職センター センター長：曽山和彦
法
教授
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池上彰教授

メディアで見る名城大学（2021年3月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

3月17日 朝日新聞

シニアから未来へ 新論文 飯島・名城大終身教授

3月17日 中日新聞

【全面広告】この時代に学んだからこそ。 名城大学

3月18日 毎日新聞

コイ栗林 守護神「当確」

卒業生：栗林良吏さん

3月18日 中日スポーツ

守護神筆頭候補 栗林9回ピシャリ

卒業生：栗林良吏さん

3月18日 ヤフーニュース（web）

新型コロナウイルスの「変異型」を90分で識別する技術を開発 名古屋・
薬学部：神野透人教授
名城大学

3月18日 ＮＨＫ

【まるっと！】"変異ウイルス"対策強化へ 検査のスピードアップに期待 薬学部：神野透人教授

3月18日

４years．#大学スポー 学生女子ハーフは同タイムでの決着 小林成美、鈴木優花の見すえる
ツ（web）
世界

3月18日 毎日新聞（東京）
3月19日

マイナビニュース
（web）

【PICK UP】色分けして原子を観察 名城大・飯島氏ら開発

飯島澄男終身教授

女子駅伝部、外国語学部2年：小林
成美さん、法学部2年：荒井優奈さ
ん
飯島澄男終身教授

広島カープ・ドラ1ルーキー栗林良吏「期待に応えることがプロ野球選手
卒業生：栗林良吏さん
の仕事」即戦力としての活躍を誓う

3月20日 名古屋港 3月号

愛知の発行食の魅力を国内外に伝えたい！！

農学部：加藤雅士教授

3月20日 中日新聞

市スポーツ功労者 表彰対象者決まる

女子駅伝部、法学部4年：加世田梨
花さん、外国語学部3年：髙松智美
ムセンビさん

3月21日 朝日新聞

【先言深語】みそから進化続け70年 マルサンアイ社長 渡辺邦康さん

卒業生：渡辺邦康さん

3月21日 朝日新聞

救援陣不安 機動力復活が鍵 広島

卒業生：栗林良吏さん

3月21日 ヤフーニュース（web）
3月21日 excite (web)

厚みを増した投手陣で3年ぶりのリーグ優勝へ 広島東洋カープ プロ
卒業生：栗林良吏さん
野球
【愛知学生サッカー選手権大会2回戦】名古屋産業が名城を突き放して
蹴球部
の勝利

3月21日 毎日新聞

情報工学部を名城大新設へ 22年4月

3月22日 読売新聞（大阪）

甲子園舞台 物語現実に

理工学部3年：佐田大幸さん

3月22日 中日スポーツ

栗林満塁斬り ＯＰ戦初Ｓ

卒業生：栗林良吏さん

3月22日 TBSラジオ

【森本毅郎 スタンバイ！】コロナの変異株検査 より正確に、より迅速
に！

薬学部：神野透人教授

3月22日 中日新聞

全国高校選抜大会 ◇柔道最終日（20日）

附属高校

3月22日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(267) 就職活動で考えること

池上彰教授

3月23日 読売新聞（大阪）

選抜高校野球 東播磨 終幕まで全力 11回サヨナラ 聖地初勝利なら
理工学部3年：佐田大幸さん
ず＝兵庫

3月23日 中日新聞

◇県高校優勝野球大会名古屋地区1次予選（22日）

附属高校

3月23日 中日新聞

◇県高校優勝野球大会名古屋地区1次予選（22日）

愛知総合工科

3月23日 中日新聞（静岡）

東海高校大会 ◇剣道

附属高校
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰大学
院理工学研究科教授・特別栄誉教
授
女子駅伝部、理工学部3年：和田有
菜さん

3月23日 ＮＨＫ

【まるっと！】愛知ゆかりのノーベル賞 名古屋市科学館内に

3月23日 読売新聞

【遠くにありて】郷土選手応援 結束さらに 名古屋長野県人会

3月23日 朝日新聞

【交論】総務省の深い沼 角栄時代から政治を後ろ盾に

元教職員：郷原信郎さん

3月24日 中日新聞

産業や観光振興で県と名城大が連携 包括協定締結

立花貞司理事長

3月24日 中日新聞

◇県高校優勝野球大会名古屋地区1次予選（23日）

附属高校

3月24日 中日新聞

◇県高校優勝野球大会名古屋地区1次予選（23日）

愛知総合工科
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メディアで見る名城大学（2021年3月）
日付

メディア

3月24日 読売新聞

見出し・番組名など
ノーベル賞8人 業績伝える施設 名古屋に開設

掲載者
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰大学
院理工学研究科教授・特別栄誉教
授

愛知ゆかりのノーベル賞紹介 市科学館に8人の記念室開設

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰大学
院理工学研究科教授・特別栄誉教
授

ノーベル賞受賞 8人の業績紹介 名古屋市科学館

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰大学
院理工学研究科教授・特別栄誉教
授

【通風筒】あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰大学
院理工学研究科教授・特別栄誉教
授

3月24日 日本経済新聞

愛知ゆかり ノーベル賞 一堂に

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰大学
院理工学研究科教授・特別栄誉教
授

3月24日 中日新聞

知事の一日

3月24日 中日新聞

【学ぶ】コロナ渦中 広がるオンライン留学 臨場感 各大学が模索

3月25日 毎日新聞

【セリーグ】カープ 3新人 救援に厚み

3月25日 中日新聞

【東日本大震災10年】伊勢湾の経験 生かした機転 名城大出身・石巻
卒業生：津田広明さん
の津田さん「災害は予想を超える」

3月25日 中日新聞

エンタ目 新筆者

卒業生：佃典彦さん

3月25日 日本経済新聞

名古屋テレビ塔 中部電が命名権取得 「ＭＩＲＡＩ TOWER」に

卒業生：大沢和宏さん

3月25日 中部経済新聞

「中部電力 ミライタワー」に テレビ塔の命名権を取得

卒業生：大沢和宏さん

3月25日 中日新聞

テレビ塔「中電ミライタワー」に 5月から命名権で改名

卒業生：大沢和宏さん

3月25日 中日新聞

聖火リレー きょうスタート

天野浩特別栄誉教授

3月25日 毎日新聞

聖火第1走者「なでしこ」16人 愛知は天野名大教授ら

天野浩特別栄誉教授

3月25日 中部経済新聞

聖火リレー 豊田・トヨタ社長も参加

天野浩特別栄誉教授

3月25日 中日新聞

名大の天野教授を子ども記者が取材

天野浩特別栄誉教授

3月25日 ミクスOnline (web)

第106回薬剤師国家試験 合格率68.66％ 前回から0.92ポイント減

3月26日 ヤフーニュース（web）

広島のルーキー・栗林良吏に託された゛新守護神″という大役【下馬評
卒業生：栗林良吏さん
を覆せ！ペナントを面白くする男たち】

3月26日 ＮＨＫ

【チコちゃんに叱られる】野球のストライクってなに？

外国語学部：鈴村裕輔准教授

3月26日 朝日新聞

【池上彰の新聞ななめ読み】最終回にあたって

池上彰教授

3月26日 中部経済新聞

起業家ら270人が視聴 名古屋市とＴｏｎｇａｌｉ 合同イベント開く

Tongaliプロジェクト（起業家育成プ
ロジェクト）

3月24日 中部経済新聞

3月24日 朝日新聞

3月24日 中日新聞

卒業生：栗林良吏さん

3月27日 ヤフーニュース（web） 広島ドラ1栗林が永川以来18年ぶり初登板初セーブ

卒業生：栗林良吏さん

3月28日 朝日新聞

新守護神 ルーキー初登板セーブ 広島 栗林良吏

卒業生：栗林良吏さん

3月28日 毎日新聞

新人栗林 初セーブ

卒業生：栗林良吏さん

3月28日 スポーツニッポン

ドラ1栗林プロ初登板Ｓ

卒業生：栗林良吏さん

3月28日 中日新聞

三者凡退締め 栗林プロ初Ｓ

卒業生：栗林良吏さん

3月28日 中日スポーツ

史上5人目!!新人初登板初セーブ 栗林完璧デビュー

卒業生：栗林良吏さん
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日付

メディア

3月28日 読売新聞

見出し・番組名など
コイ新守護神 栗林初セーブ

掲載者
卒業生：栗林良吏さん

3月28日 ヤフーニュース（web） 「頑張れば妻も喜んでくれる」広島の新守護神、初セーブ

卒業生：栗林良吏さん

3月28日 中日新聞

【大学野球】愛知春季Ｌ 来月3日から

硬式野球部

3月28日 北陸中日新聞

仲間と学びて醸す青春

日本酒研究会

3月29日 中日スポーツ

栗林ピシャリ

卒業生：栗林良吏さん

3月29日 薬事日報（web）

【薬学会総会】新会頭に佐々木氏が就任‐副会頭は千葉大・石井氏ら

薬学部：森裕二教授

3月29日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(268) 社会に出る若者たちへ

池上彰教授

打てる捕手 広島リード

卒業生：栗林良吏さん

3月30日 中日新聞

【県内の教職員異動】名古屋市

卒業生：佐藤恒徳さん

3月30日 中日新聞

【県内の教職員異動】愛知県

卒業生：井上恵介さん、中安修さ
ん、谷沢安彦さん、朝日真二さん、
壁谷光さん、奥田優さん

3月30日

3月30日

日本経済新聞（夕
刊）

ニフティニュース
（web）

米中対立の激化はＮＢＡ中継打ち切りなどスポーツ界にも影響大 対岸
外国語学部：鈴村裕輔准教授
の火事では済まない 【メジャーリーグ通信】

3月30日 ＮＨＫ

【おはよう日本】名城大とハローワークが留学生支援

小原章裕学長

3月30日 ＮＨＫ

【まるっと！】留学生の就活サポートへ 大学とハローワークが協定

小原章裕学長

3月31日 朝日新聞

【SDGs QUEST みらい甲子園】東海エリア大会優秀作品発表

附属高校

3月31日 中日スポーツ

栗林も輝斬り２Ｓ

卒業生：栗林良吏さん

3月31日 中日新聞

【学ぶ】by 学生スタッフ コロナ禍でできた時間は

薬学部3年：岡田彩花さん

3月31日 中日新聞

「理系学問の面白さ知って」飯島・名城大終身教授 高校英語の教科書
飯島澄男終身教授
に

3月31日 読売新聞（大阪）

【「大都市」考 大阪市解剖】（3）公募区長予算裁量狭く（連載）
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都市情報学部：昇秀樹教授

