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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（2020年11月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

11月1日 ★中日新聞

「知る権利委縮する」安八町賠償請求に疑問の声

都市情報学部：昇秀樹教授

11月2日 中日新聞

大学野球 愛知秋季Ｌ表彰式

硬式野球部、法学部4年：成田達也
さん、村西聖さん、経済学部3年：大
川陽大さん

11月2日 中日新聞

アメリカンフットボール 東海学生トーナメント（31日） 名城大41‐0岐阜
大

アメリカンフットボール部

11月2日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(251) 読書の秋にこの１冊・下

池上彰教授

11月2日 フルカウント（web）
11月3日 読売新聞

地元ＴＶ局からオファーも・・・元中日ドラ1・山内壮馬が歩む大学指導者
硬式野球部：山内壮馬コーチ
の道「やりがいある」
岡田邦輔名誉教授、江上登名誉教
秋の叙勲 叙勲受章者＝愛知
授、奥出宗重名誉教授

11月3日 読売新聞（岐阜）

秋の叙勲 叙勲受章者＝岐阜

安藤義則名誉教授

11月3日 読売新聞（北勢）

秋の叙勲 叙勲受章者＝三重

有田豊名誉教授

11月3日 朝日新聞

中日・高橋宏斗投手（中京大中京） 広島・栗林良吏投手（トヨタ自動
車） 監督が指名あいさつ

卒業生：栗林良吏さん

11月3日 中日新聞

森下にライバル心 栗林「活躍したい」 広島が指名あいさつ

卒業生：栗林良吏さん

11月3日 中日スポーツ

広島ドラフト1位 栗林 先発・リリーフ どこでもやる

卒業生：栗林良吏さん

11月3日 読売新聞（大阪）

「監督のような活躍を」 カープ ドラ1位・栗林 指名あいさつ＝広島

卒業生：栗林良吏さん

11月3日 中日スポーツ

東海学生ラグビーリーグ（1日） 名城大85-17名経大

ラグビー部

11月5日 中日新聞

【WE LOVE ジモスポ】プロチームと大学 連携進む

立花貞司理事長、社会連携セン
ター

11月5日 中日新聞

コロナ禍 「心の穴」から着想 油彩画

卒業生：中谷ゆうこさん

11月6日 中日新聞

【くらしの中から考える】働くって？

池上彰教授

女子駅伝部、法学部4年：加世田梨
花さん
"不毛の地"を返上！勢いに乗る名大発スタートアップ、起業のエコシス Tongaliプロジェクト（起業家育成プ
11月6日 ニュースイッチ（web）
テム形成なるか
ロジェクト）
11月6日 産経ニュース（web）

「コロナ」で変わる「駅伝」…過度な応援には罰則規定も

11月7日 読売新聞

【日本酒探Ｑ】 鑑評会 品質向上が目的

農学部：加藤雅士教授

11月8日 中日スポーツ

◇中部学生ライフル射撃選手権（7日）

ライフル射撃部、法学部1年：岡田
悠さん

11月8日 朝日新聞

名城大学 ■「オンライン公開講座2020」開催中

社会連携センター

11月10日 中日スポーツ
11月10日 中日スポーツ
11月10日 中京テレビ

ハンドボール・東海学生選手権最終日（8日）
ハンドボール部
名城大30-15岐阜聖徳大 名城大28-31中京大
ラグビー・東海学生リーグ最終日（8日）
ラグビー部
愛院大39-19名城大
【キャッチ！】ナゾ「宇宙人に見てほしい」正体は 大学屋上に浮かぶ”巨
大学全体
大な模様”

11月11日 中日新聞

県立高全日制1240人減 来春募集14工業高を「工科高」に

愛知総合工科

11月12日 中日新聞

テレビ塔 未来へ残した人たち 千種の建築史家・村瀬さん 関係者6人
の努力を冊子に

卒業生：大沢和宏さん

11月12日 中日新聞

私立高全日制667人減 来春募集、中学は３人増

附属高校

11月12日 PR TIMES（web）
11月12日

日本経済新聞（夕
刊）

悲しいニュースに疲れた心がほっと温まる―日本全国から集めた「あか
るいニュース」だけで2020年を振り返る池上彰氏監修『日本のあかるい 池上彰教授
ニュース』を、全国書店にて発売します（発売日：11月12日木曜日）
【セカンドステージ】大学の「校友会」で社会貢献 子どもに運動・マナー
卒業生、校友会会長：山田弥一さん
指導や市民講座開催
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メディアで見る名城大学（2020年11月）
日付

メディア

11月13日 毎日新聞

見出し・番組名など

掲載者

精鋭 最後の挑戦 都市対抗22日開幕

卒業生：栗林良史さん

11月14日 中日新聞

sports愛知 中部学生スポーツ射撃選手権（10、11日）

ライフル射撃部、法学部4年：山田
昌弥さん、理工学部4年：小林滉弥
さん、河口剛輝さん、法学部1年：岡
田悠さん

11月14日 中日新聞

sports愛知 中部女子学生スポーツ射撃選手権（10、11日）

ライフル射撃部、理工学部2年：中
村優華さん、経営学部3年：大島里
奈さん、農学部2年：永田万由さん

11月14日 毎日新聞

【躍動の予感】第91回都市対抗野球 32代表の横顔⑫

卒業生：栗林良吏さん

11月15日 朝日新聞

コロナ 学生文化継承に影 大学祭中止・縮小 サークル・部活停滞

大学祭実行委員長 理工学部3年：
松浦幸太さん、ヨット部主将 法学
部3年：甲斐匠さん、農学部1年：杉
山綾梨さん

11月16日 中日スポーツ

東海学生アメリカンフットボールトーナメント（15日） 名城大6-0中京大

アメリカンフットボール部

11月16日 日本経済新聞

若者と考える未来 大志をつなぐ SDGs、解決策を考えてみよう

吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

11月16日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(252) 大統領選後の米国・上

池上彰教授

11月16日 中日新聞（岐阜）

河口堰と生態系を考える 岐阜 シンポ「よみがえれ長良川」

農学部4年：今井洸貴さん

11月16日 スポーツ報知（web）
11月16日

ニフティニュース
（web）

11月16日 ＣＢＣ

12月の侍ジャパン大学代表候補強化合宿参加43人が決定 早大・蛭
硬式野球部、法学部1年：松本凌人
間、慶大・正木ら
さん、経済学部2年：野口泰司さん
エンゼルスは育成に舵…新GMが大谷翔平の「二刀流」に見切りをつけ
外国語学部：鈴村裕輔准教授
る日
【チャント！】あのニュースどうなった 東京⇔大阪14分⁈超高速滑走体

奥出宗重名誉教授、小澤久之亟教授

岡崎の魅力 発信を 観光協、来年の大使募る

外国語学部4年：橋本優伽さん

11月18日 ★岐阜新聞

においで害虫駆除 アブラナ科植物 天敵呼ぶ成分利用 名城大チー
ムが研究発表

農学部：上船雅義准教授

11月18日 テニス365（web）

無観客のインカレが開幕

硬式庭球部、理工学部3年：木下夏
芽さん

11月20日 日本経済新聞

天敵呼んで害虫「駆除」 植物の出すにおい人工合成

農学部：上船雅義准教授

11月17日

★中日新聞（西三
河）

11月21日 日本農業新聞
11月21日 読売新聞

天敵誘ってコナガ半減 食害株の香りで”SOS” 世界初、名城大など成
農学部：上船雅義准教授
功
日本酒研究会、農学部4年：後藤実
【日本酒探Ｑ】 三重の恵みにこだわり 伊藤酒造
和さん、同学部3年：岩本祐季さん

11月21日 中日こどもWEEKLY

【まるごと大図解】ビザ発給でユダヤ人救った外交官 杉原千畝

都市情報学部：稲葉千晴教授

11月21日 excite (web)

【東海学生サッカーリーグ戦2部第5節】名城が愛知から逆転勝利

サッカー部

11月22日 中日スポーツ

サヨナラ打 名城大1年川瀬歓喜

軟式野球部、人間学部1年：川瀬翔理さ
ん

11月23日 中部経済新聞
11月23日 日本経済新聞

天敵呼ぶにおいで害虫駆除 名城大研究チーム さまざまな植物に応
農学部：上船雅義准教授
用
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(253) 岐路に立つ民主主義 大統
池上彰教授
領選後の米国・(中)

11月23日 中日スポーツ

名城大は大敗 東日本学生軟式野球

軟式野球部

11月23日 中日スポーツ

栗林一球痛恨 2ラン被弾…援護なく 都市対抗野球

卒業生：栗林良吏さん

11月24日 東京新聞web（web）
ニフティニュース
（web）
中日新聞（広域三
11月25日
重）
11月24日

11月25日 中日新聞
11月25日

ライブドアニュース
（web）

11月26日 日本経済新聞

入管のコロナ対策で仮放免の外国人 路頭に迷い保護、働けず帰国便
法学部：近藤敦教授
も減少
巨人・菅野の大リーグ移籍先はココで！メジャー通2人が勧める4つの球
外国語学部：鈴村裕輔准教授
団
県ウエイトリフティング選手権大会（14、15日）

理工学部4年：道藤 邑弥さん

県高校新人体育柔道名南支部予選（14日）

附属高校

半沢”後ずさり土下座”で時の人・佃典彦がJME所属に 事務所10社以
卒業生：佃典彦さん
上で争奪戦
東海・北陸大学ブランド 名城大や南山大が躍進
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学校全体

メディアで見る名城大学（2020年11月）
日付

メディア

11月26日 中部経済新聞

見出し・番組名など
【中経論壇】ノーベル賞に値する北里柴三郎 感染症と闘ってきた日本
人研究者

掲載者
卒業生、校友会会長：山田弥一さん

11月26日 毎日新聞

書の甲子園 受賞者決まる

附属高校

11月26日 朝日新聞（夕刊）

飛べ 僕らのグライダー 愛知総合工科高「鳥人間」中止で試験飛行

愛知総合工科

11月27日 朝日新聞

【池上彰の新聞ななめ読み】「桜」夕食会めぐる疑惑 やめた首相にその
池上彰教授
態度？

11月27日

大学通信オンライン
（web）

2020年学部系統別実就職率ランキング（文・人文・外国語系）

外国語学部

11月27日 朝日新聞（夕刊）

野菜の害虫「誘引剤」で撃退 名城大などのチーム開発

農学部：上船雅義准教授

11月28日 読売新聞

【日本酒探Ｑ】 湯気まで香る 燗の世界

農学部：加藤雅士教授

11月28日 中日新聞

「Go To チカチュウ」提案 豊橋 若者が政策を考え発表

経済学部4年：福井淳之介さん

11月28日 中日新聞（web）

豊鉄旧田口線車両お引っ越し 設楽、郷土館から建設中の道の駅へ

法学部1年：平松風雅さん

11月29日 読売新聞

ノーベル受賞3人講演

吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

11月29日 朝日新聞

「鳥人間」への夢は惜しくもかなわず 総合工科高

愛知総合工科

11月29日 日本経済新聞

無線給電 日本で実用化へ

天野浩特別栄誉教授

11月29日 日本経済新聞

有力42大学「入試を変更」

小原章裕学長

11月29日 読売新聞

来日留学生 大学が支援

学校全体

11月29日 読売新聞（大阪）

現金給付 首長選争点に 公約「バラマキ」批判も

都市情報学部：昇秀樹教授

11月29日 中日新聞（尾張）

「日本の教育 発表や質問をしない」 名城大クマーラ教授 一宮の公民 外国語学部：アーナンダ・クマーラ
館で講演
教授

11月30日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(254) 大統領選後の米国・下

池上彰教授

11月30日 中日新聞

全日本バレー高校選手権県予選

附属高校

11月30日 朝日新聞（島根）

(島鳥ひとひと）美郷町山くじらブランド推進課長・安田亮さん 52歳／島
根県

卒業生：安田亮さん
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