
メディアで見る名城大学（2020年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月1日 中部経済新聞 コロナ禍の消防職員調査　”縁の下”の負担軽減急務 人間学部：畑中美穂准教授

10月1日
高校野球ドットコム 
(web)

【ドラフトニュース】最速１５０キロ右腕・宮森智志や齊藤伸治などが提
出！合計で１０７名になる！

硬式野球部、人間学部4年：二宮衣
沙貴さん

10月2日
ベースボールキング
（web)

社会人No.1投手への期待　ドラフト1位は間違いなし？トヨタ自動車　栗
林良吏

卒業生：栗林良吏さん

10月2日 読売新聞 留学生「やっと日本へ」外国人の入国規制緩和 経済学部：田中武憲教授

10月2日 ＣＢＣ 【チャント！】大学生はGo To 就職？でも…採用取りやめ　打開策は？
キャリアセンター、人間学部：伊藤
夏海さん

10月2日 excite (web)
日本記録保持者の田中希実（豊田織機ＴＣ）が４：１０．２１で圧勝！仙台
育英高の米澤が自己ベストで２位！第１０４回陸上日本選手権女子１５
００ｍ決勝

女子駅伝部、外国語学部3年：髙松
智美ムセンビさん

10月3日 朝日新聞 【ことばサプリ】ダブルヘッダー　鉄道の「知恵」、野球に派生 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月3日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】　松井屋酒造場　家族で少量手作業で
日本酒研究会、農学部3年：村田遼太郎
さん、同学部3年：山本未来さん

10月4日 中日新聞 ノーベル賞明日から発表 飯島澄男終身教授

10月4日 日本経済新聞 5～12日　ノーベル賞発表
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授、飯島澄男終身教授

10月4日 中日スポーツ 愛知大学野球　名城大6-5東海学園大 硬式野球部

10月4日 中日新聞 愛知大学野球 愛工大、名城大先勝 硬式野球部

10月4日 日刊スポーツ（web） ノーベル賞、経済発展時の研究業績　今後激減予想も 飯島澄男終身教授

10月5日 中日スポーツ ラグビー東海学生リーグ　名城大22-26愛工大 ラグビー部

10月5日 中日新聞 愛知大学野球  名城大が首位に　名城大3-1東海学園大 硬式野球部

10月5日 中日新聞（web）
警察官志望の中部大・中川が決勝打「ここで打てばヒーローだな」　次節
勝ち点獲得で優勝

硬式野球部

10月6日 中日新聞 大学野球　中部大勝ち点3に　愛知秋季Ｌ 硬式野球部

10月6日
高校野球ドットコム 
(web)

【ドラフトニュース】156キロ右腕・平内龍太など亜細亜大から3名がプロ
志望届を提出！これで大学生は126名に！

硬式野球部、人間学部4年：二宮衣
沙貴さん

10月6日 ＣＢＣ
【チャント！】期待　まもなくノーベル物理学賞　東海地方からの受賞者
は…

飯島澄男終身教授

10月6日 ＮＨＫ 【まるっと】天気予報　”名古屋に早くも紅葉?!”農学部中尾先生解説 農学部：中尾義則准教授

10月7日 日刊スポーツ（web） 中日1位は中京大中京・高橋が濃厚　13日にも決定 卒業生：栗林良吏さん

10月7日 中日スポーツ 中京大中京高橋　竜1位有力候補に浮上 卒業生：栗林良吏さん

10月7日 読売新聞 SDGsスクール　福島県の高校生×吉野彰さん（ノーベル化学賞）
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

10月7日 日刊スポーツ（web） 中日が近大・佐藤と面談「野手では一番の評価」 卒業生：栗林良吏さん

10月7日
高校野球ドットコム 
(web)

【ドラフトニュース】立正大・倉田希など7名が提出し、133名に！
硬式野球部、人間学部4年：二宮衣
沙貴さん

10月8日 中日新聞
絶滅危惧種いたょ　昆虫大好き緑区の榊原君　コガタムシ通学路で発
見

農学部：戸田尚希研究員

10月8日 中日新聞
自分だけの建築で世界面白くしたい　一宮の梶浦さん　チェコ名門大学
院に合格

卒業生：梶浦悠翠さん

10月8日 ヤフーニュース（web） さあ、ドラフト。とっておきを探せ！その２　栗林良吏 ［トヨタ自動車］ 卒業生：栗林良吏さん

10月9日 中日新聞（知多）
半田・亀崎地区の空き家再生　3年間の活動、冊子に　専門家ら市に寄
贈

理工学部：生田京子教授

10月10日
NEWSポストセブン
(web)

池上彰×駐日インド大使「中国との緊張状態」をどう考えるか 池上彰教授

2020/11/2

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。
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10月10日 中日新聞（web）
中京大と中部大　優勝かけ11日から激突　ドラフト候補の山本一輝「持
てる力出し切る」愛知大学野球

硬式野球部

10月10日 中日新聞（可茂） 大学や専門校　オンラインで紹介　東濃実業高　2年生向けに説明会 大学全体

10月11日 中日スポーツ 【愛知大学野球】　中京大2勝1敗ならＶ　名城大「待つだけ」 硬式野球部

10月11日 読売新聞
化学で地球を守る　@福島県いわき市　ノーベル賞受賞者を囲むフォー
ラム～次世代へのメッセージ

吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

10月11日 中日新聞（web）
果報は寝て待つ⁉勝ち点4で日程終了の名城大　最終週の結果次第でＶ　
安江監督「やれることはやった」【愛知大学野球】

硬式野球部

10月12日 ヤフーニュース（web）
1位指名確実の栗林良吏(トヨタ自動車）に続くのは・・・2020年ドラフトの
社会人を展望する

卒業生：栗林良吏さん

10月12日 日刊スポーツ（web） 日本ハム1位は近大・佐藤が有力　新球場は打者有利 卒業生：栗林良吏さん

10月12日 日刊スポーツ（web） どうなるドラフト？中京大中京高橋の表明で状況一転 卒業生：栗林良吏さん

10月12日
高校野球ドットコム 
(web)

【ドラフトニュース】大学生は合計158名に到達！最終日はタイシンガー
ブランドン大河らが提出！

硬式野球部、人間学部4年：二宮衣
沙貴さん

10月13日 毎日新聞 ノーベル賞「受賞者記念室」来春開設へ
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉教
授、吉野彰大学院理工学研究科教授

10月13日 中日新聞 あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉教
授、吉野彰大学院理工学研究科教授

10月13日 読売新聞 ノーベル賞8人「記念室」名古屋市科学館　来年3月オープン
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉教
授、吉野彰大学院理工学研究科教授

10月13日 日本経済新聞 ノーベル賞記念室　来年3月に開設　愛知　受賞者の人生、映像で
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉教
授、吉野彰大学院理工学研究科教授

10月13日 読売新聞 【愛知大学野球】中京大が秋季Ｖ 硬式野球部

10月13日 中日新聞 【大学野球】中京大41度目の優勝 硬式野球部

10月13日 中日新聞
バスケットU18ALL・AICHI・CHAMPIONSHIP名南支部一次トーナメント　
名城大付44-63昭和

附属高校

10月13日 中日新聞（web）
中京大が2季連続41度目のリーグ優勝！中部大に連勝し、同勝ち点の
名城大を勝率で逆転

硬式野球部

10月13日
ニフティニュース
（web）

トランプ大統領のコロナ感染で有観客試合開催が危うく…メジャーも救っ
た「世界最高峰の医療」

外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月13日 日刊スポーツ（web） 中日「沢村賞取れる」中京大中京・高橋が1位最有力 卒業生：栗林良吏さん

10月13日 ★中日新聞 違う”都”の夢を見る　「大阪」告示　愛知は 都市情報学部：昇秀樹教授

10月13日 ★読売新聞（大阪）
大都市制度　積年の課題　大阪都構想　住民投票告示　地域発展へ議
論に一石

都市情報学部：昇秀樹教授

10月14日
国立研究開発法人産業
技術総合研究所（HP）

イベント　第12回ＴＩＡシンポジウム－新価値創造、技術革新。ＴＩＡ発、イ
ノベーション。－

吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授、飯島澄男終身教授

10月14日 中部経済新聞 地域活性化で市、名古屋オーシャンズと協定締結　16日に名城大学 立花貞司理事長、小原章裕学長

10月14日 朝日新聞 ノーベル賞施設3月23日に開館へ　県ゆかり受賞者紹介
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉教
授、吉野彰大学院理工学研究科教授

10月14日 中日スポーツ ラグビー東海学生リーグ　名城大19-57朝日大 ラグビー部

10月14日
NEWSポストセブン
(web)

池上彰×駐日インド大使対談「多様性がある国の強さとは」 池上彰教授

10月14日 月陸Online（web） 【女子10000m】加世田梨花（名城大）が学生歴代7位の32分04秒99
女子駅伝部、法学部4年：加世田梨
花さん

10月15日
スポーツニッポン
（web）

【秋華賞】デアリングタクト・池水助手気負いなし　一歩引いたところから
見守る伝説

卒業生：池水健児さん

10月15日
早稲田スポーツ新聞
会（web）

【連載】2020年度インカレ直前特集『雄飛』　第2回　齊藤司×板倉子龍
×藤尾拓海

附属高校

10月15日 読売新聞 竜王戦　万松寺の決戦・下　真剣勝負　普及へ機会 将棋部：竹内貴浩コーチ

10月16日 読売新聞 県知事賞に向陽高　学生科学賞　ユリの花粉管研究　中央審査へ 附属高校

10月16日 中日新聞 準硬式野球　名城大6-8愛教大 準硬式野球部

10月16日 中日新聞（夕刊） 爽やかサボテンサンド　名城大生　春日井産を味なPR
農学部：近藤歩准教授、女子駅伝
部

10月16日 ヤフーニュース（web）
栗林良吏、田澤純一…2020年社会人、独立リーグのドラフト注目選手
は？＜投手編＞

卒業生：栗林良吏さん
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10月16日
ニフティニュース
（web）

近大・佐藤は抽選確実…クジ運ない巨人が選んだ”外れ1位”155キロ右
腕の伸びしろ

卒業生：栗林良吏さん

10月17日 excite (web)
【東海学生サッカーリーグ戦2部第6節】名城が攻防の末、常葉静岡から
逃げ切る

サッカー部

10月17日 中日新聞 中日春秋 都市情報学部：稲葉千晴教授

10月17日 中日新聞 大学野球　愛知・東海地区・北陸　３連盟王座戦中止に
硬式野球部、法学部4年：成田達也
さん

10月17日 日本経済新聞
スポーツで地域活性化　名古屋市が産学官協定　市民の意識向上にも
期待

立花貞司理事長、小原章裕学長

10月17日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】御代桜醸造　若い社長と杜氏　新体制
日本酒研究会、農学部3年：中川智
之さん、同学部3年：玉村恭祐さん

10月17日 日刊スポーツ（web） 矢野監督ドラフト戦略明かさず「言えることないよ」 卒業生：栗林良吏さん

10月18日 中日新聞 WE LOVE ジモスポ  ドラフト直前　愛知大学野球
硬式野球部、法学部1年：松本凌人
さん、法学部4年：村西聖さん、卒業
生：栗林良吏さん

10月18日 NumberWeb（web）
早川隆久、高橋宏斗は競合必至　広島＆楽天が”単独”で狙うピッ
チャーとは？2020年ドラフト目玉候補＜投手ベスト3＞

卒業生：栗林良吏さん

10月19日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(249)　米大統領選を考えよう　トラ
ンプ氏の犬笛戦術に注目

池上彰教授

10月19日 毎日新聞（web）
大学倶楽部・愛知大　NHK「ブラタモリ」舞台裏を語るシンポジウム　11
月6日、参加者募集

人間学部：水尾衣里教授

10月20日 毎日新聞 第91回都市対抗野球　11月22日から東京ドーム 卒業生：栗林良吏さん

10月20日 読売新聞 杜の都駅伝　密避け開催 女子駅伝部

10月20日 ★スポーツ報知 限界突破‼圧勝だ　名城大V4 女子駅伝部

10月20日 ★中日新聞 国勢調査員不足 コロナで深刻　自治体職員 休日に走る 都市情報学部：昇秀樹教授

10月21日 Sportiva web（web）
ドラフト指名漏れから2年。愛知の快腕・栗林は社会人No.1投手に成長し
た

卒業生：栗林良吏さん

10月21日 読売新聞 第38回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 女子駅伝部

10月21日
日本経済新聞（夕
刊）

スポーツがいど　全日本大学女子駅伝対校選手権大会 女子駅伝部

10月21日 ★毎日新聞 「オンブズマンするなら議員辞職を」弥富市議会、勧告を決議 都市情報学部：昇秀樹教授

10月21日
ニフティニュース
（web）

「オンブズマン活動するなら市議やめろ」愛知・弥富市議会が辞職勧告
を決議

都市情報学部：昇秀樹教授

10月21日
ニフティニュース
（web）

「半沢直樹」土下座話題の佃典彦　地元・ＣＢＣ新買い物バラエティ”主
役”に抜擢

卒業生：佃典彦さん

10月22日 毎日新聞 オーシャンズ、名城大、名古屋市　3者協定　フットサルで地域活性化 立花貞司理事長、小原章裕学長

10月22日 中日新聞 人材育成でＪＩＣＡ理事長賞　名城大・クマーラ教授に伝達式
外国語学部：アーナンダ・クマーラ
教授

10月22日 ★朝日新聞 「5万円還元」新市長公約に波紋　岡崎市長選　告示5日前に追加 都市情報学部：昇秀樹教授

10月22日
ニフティニュース
（web）

【2020ドラフト候補ランキング最新版：1～10位】早大・早川、近大・佐藤を
抑えてプロ志望を表明した高橋が1位に

卒業生：栗林良吏さん

10月22日 ＣＢＣ 【チャント！】指名漏れから一転1位候補に　トヨタ自動車 栗林良吏選手
卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

10月23日 スポーツ報知（web） 【GoToドラフト】トヨタ自動車・栗林良吏「指名漏れ」経て変化球磨いた 卒業生：栗林良吏さん

10月23日 読売新聞 ドラフトの主役2020　栗林良吏投手　最速153キロ　謙虚な右腕 卒業生：栗林良吏さん

10月23日 読売新聞 ノーベル賞受賞者フォーラム
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

10月23日 中日スポーツ 「半沢直樹」で注目の佃典彦　ＣＢＣバラエティで再び怪演⁉ 卒業生：佃典彦さん

10月23日 朝日新聞デジタル 「トヨタ自動車といえば栗林」プロにかける右腕の本気 卒業生：栗林良吏さん

10月23日 中日新聞 準硬式野球　名城大2-3中京大 準硬式野球部

10月24日 朝日新聞
【戦後75年】　「名古屋陸軍造兵廠鷹来製造所」　春日井と軍　関係解き
明かす　名城大教授ら出版

経済学部：渋井康弘教授
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10月24日 中日新聞 sports愛知　日本ハンドボール選手権東海地区県予選 ハンドボール部

10月24日 中日新聞 26日ドラフト　上位指名候補は
硬式野球部、人間学部4年：二宮衣
沙貴さん、卒業生：栗林良吏さん

10月24日 読売新聞 ドラフト26日　トヨタ・栗林投手らも
硬式野球部、人間学部4年：二宮衣
沙貴さん、卒業生：栗林良吏さん

10月24日 中日スポーツ 指名漏れから2年　栗林成長実感　目標変わった「プロで活躍」
卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

10月24日 中日新聞（夕刊）
ドラフト今度こそ笑顔で　大学時代は涙　栗林投手　竜ＯＢ母校の山内
コーチに「恩返し」

卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

10月24日 読売新聞 名城大Ｖ４へ盤石　全日本女子駅伝　あす号砲 女子駅伝部

10月24日
ニフティニュース
（web）

【社会人野球】「消防士になろうと・・・」トヨタ自動車・栗林をドラ１候補に
変えた元竜戦士

卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

10月24日 スポーツ報知（web）
【全日本女子駅伝】25日号砲　名城大米田監督「一番良いメンバーで一
番良い仕上がり」

女子駅伝部、女子駅伝部：米田勝
朗監督

10月24日
ニフティニュース
（web）

「半沢直樹」バック土下座話題の佃典彦　初バラエティ「愉快な気持ち」
番組Ｐも驚き「半沢と同じだ！」

卒業生：佃典彦さん

10月24日 中日新聞（web）
オーシャンズ、昇格チームを圧倒し開幕7連勝！地域密着でＦリーグ４連
覇へ快走

名古屋オーシャンズ

10月25日 毎日新聞 第91回都市対抗野球　32代表　コロナ下の熱戦 卒業生：栗林良吏さん

10月25日 朝日新聞 ドラフト注目選手　大学生・社会人編 卒業生：栗林良吏さん

10月25日 読売新聞 杜の都駅伝　名城4連覇へ意欲 女子駅伝部

10月25日 ★読売新聞（大阪） 「お得」返礼品　なお乱立　1万円寄付→1万9000円相当の牛肉 都市情報学部：昇秀樹教授

10月25日 時事ドットコム（web） 応援規制でも「頑張れた」　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月25日 中京テレビ まもなく全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月25日 中京テレビ 第38回全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月25日 中京テレビ スポーツスタジアム☆魂  第38回全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月25日 ＮＨＫ サンデースポーツ　第38回全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月25日 中京テレビ Going! Sports&News　第38回全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月25日 ＣＢＣ S☆１　第38回全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月26日 中日スポーツ 中部地区にも逸材ズラリ　栗林　社会人No.1の右腕（トヨタ自動車） 卒業生：栗林良吏さん

10月26日 中日スポーツ 社会人、独立リーグの主なドラフト候補 卒業生：栗林良吏さん

10月26日 中日新聞 準硬式野球　東海地区大学リーグ　名城大2-3中京大 準硬式野球部

10月26日 中日スポーツ 東海学生ラグビーリーグ　名城大45-35名院大 ラグビー部

10月26日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(250)　読書の秋にこの１冊・上 池上彰教授

10月26日 日本経済新聞 名城大Ｖ４　史上3校目　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月26日 朝日新聞 名城大 4年連続Ｖ　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月26日 毎日新聞 名城大4連覇  全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月26日 中日新聞 名城大4連覇  大会新　駅伝　全日本大学女子 女子駅伝部

10月26日 中日新聞 名城大 全日本大学女子駅伝4連覇  名古屋でＰＶ 快挙祝う 女子駅伝部

10月26日 中日スポーツ 名城大　大会新4連覇　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月26日 読売新聞 名城大4連覇  大学女子駅伝 女子駅伝部

10月26日 読売新聞
名城大3人区間新　4連覇　大会新で完勝　陸上・第38回全日本大学女
子駅伝対校選手権

女子駅伝部
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10月26日 読売新聞 杜の都駅伝　常勝・名城　走りで体現　5区・加世田　「宣言通り」区間新 女子駅伝部

10月26日 読売新聞 大学女子駅伝　名城大Ｖ４　小林選手　雪辱の区間新 女子駅伝部

10月26日 ヤフーニュース（web）
名城大、大会新記録で史上3校目のＶ４・・・3区小林成美と5区・加世田
梨花が区間新記録

女子駅伝部

10月26日 中京テレビ 【キャッチ！】大学女子駅伝　加世田＆増渕選手生出演
女子駅伝部、法学部4年：加世田梨
花さん、同1年：増渕祐香さん

10月26日 ＣＢＣ プロ野球ドラフト会議2020 卒業生：栗林良吏さん

10月26日 ＣＢＣ 【チャント！】中継ドラフト栗林投手　広島が交渉権獲得
卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

10月27日 中日新聞 目指せ一番星　広島1位　栗林良吏投手（トヨタ自動車）
卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

10月27日 中日新聞 プロ野球ドラフト　広島1位トヨタ自動車・栗林投手　投げっぷりを見て
卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

10月27日 毎日新聞 広島1位指名の栗林投手に祝福　名城大・安江監督
卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：安江均監督

10月27日 毎日新聞 栗林「大人の投球する」 卒業生：栗林良吏さん

10月27日 中日スポーツ
ドラフト会議2020　栗林　マツダでナゴヤで竜封じだ　一本釣り!!赤いユニ
も縁

卒業生：栗林良吏さん

10月27日 中日スポーツ 広島　ドラフト指名選手 卒業生：栗林良吏さん

10月27日 読売新聞 「わくわくしている」広島1位・栗林 卒業生：栗林良吏さん

10月27日 読売新聞 広島1位　栗林　「大人の投球で」 卒業生：栗林良吏さん

10月27日 読売新聞 広島　ドラフト指名選手 卒業生：栗林良吏さん

10月27日 朝日新聞 トヨタ・栗林投手「負けん気ある投球を」　広島1位指名　名城大で開花 卒業生：栗林良吏さん

10月27日 朝日新聞 栗林　指名漏れから成長　広島 卒業生：栗林良吏さん

10月27日
ニフティニュース
（web）

バイデン政権誕生ならいよいよ不透明感が増す「大リーグの球団経営」
【メジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月27日 全薬工業HP
コロナ禍の除菌ストレスを家族みんなで解消しよう！「ジョッキン体操」公
開！

人間学部：畑中美穂准教授

10月28日 読売新聞 V4名城大　練習再開　富士山駅伝と2冠へ 女子駅伝部

10月28日 中部経済新聞 【中経論壇】ノーベル賞、日本人の3年連続受賞ならず 卒業生、校友会会長：山田弥一さん

10月28日 中日新聞 【学ぶ】大学3年生の就活孤立化　大学はZoomで交流支援 キャリアセンター

10月28日 ＣＢＣ
【チャント！】中根岡崎市長コロナ禍の公約　現金5万円一律支給の波紋　
昇教授出演

都市情報学部：昇秀樹教授

10月28日 フルカウント（web）
「プロに行くとは…」元中日ドラ１の”恩人”が語る　広島1位・栗林良吏の
進化録

卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

10月29日 中部経済新聞 飯島教授が公開講座　11日に名城大 飯島澄男終身教授

10月29日 中日新聞 準硬式野球　東海地区大学リーグ　名城大2-3名商大 準硬式野球部

10月29日 読売新聞 「全市民に5万円」波紋　岡崎市長公約　財源どうする 都市情報学部：昇秀樹教授

10月30日 読売新聞 【スポーツここに注目】名城大学女子駅伝部　大会開催　感謝の快走 女子駅伝部

10月30日 中日新聞
IEEE会長福田敏男名城大院教授に聞く　コロナと歩む。ニューノーマル
時代

理工学部：福田敏男教授

10月30日 日本農業新聞 名城大農学部　愛知・春日井市特産で開発　”サボテンパン”登場 農学部：近藤歩准教授
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