
メディアで見る名城大学（2020年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月1日 中日スポーツ 広島1位　栗林 背番号20 卒業生：栗林良吏さん

12月1日 中日新聞 広島栗林 背番号20  入団合意「森下を超えたい」 卒業生：栗林良吏さん

12月1日
ニフティニュース
（web）

バイデン新政権の「大企業規制」にメジャー球団経営者は戦々恐々【メ
ジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月2日 日本経済新聞 【中部発スタートアップ点火】「安定」捨てる才能たち・（中）
Tongaliプロジェクト（起業家育成プ
ロジェクト）

12月2日 中日新聞 ◇県世界史教育研究会 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月2日 中京テレビ 【キャッチ！】挑戦　新型コロナで鳥人間中止　愛知総合工科高校 愛知総合工科

12月3日 読売新聞 自主的学び 課外で広げ　名城大「Enjoy Learning プロジェクト」
氏田稔学務センター長、理工学部2
年：石川真望さん、前津玲奈さん、
薬学部5年：細井香七さん

12月3日 中日新聞 第34回 中日産業技術賞　コロナ時代のオンリーワン 小原章裕学長

12月4日 中部経済新聞 命のビザ80年、功績発表　杉原千畝たたえ国際シンポ 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月4日 福井新聞 千畝たたえ国際シンポ　「命のビザ」80年 最新研究を発表 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月4日 岐阜新聞 千畝たたえ国際シンポ　名城大教授、功績を発表 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月4日 静岡新聞 杉原千畝たたえ国際シンポ 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月4日 富山新聞 杉原千畝たたえ国際シンポ 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月4日 excite (web)
田中希実が15:05.65で見事優勝！廣中との激戦を制す！日本選手権長
距離2020女子5000m決勝

女子駅伝部、理工学部3年：和田有
菜さん

12月5日 毎日新聞 「命のビザ80年」功績たたえ　オンラインで杉原千畝国際シンポ 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月5日 中日新聞 東海大学女子駅伝 女子駅伝部

12月5日 中日新聞（東濃）
第3部　意匠研と多治見工高　セラミックバレー　＃東濃可児は陶磁器の
里

卒業生：柴田正太郎さん

12月6日 中日新聞 小惑星「りゅうぐう」に亡き研究者の名　快挙 君がいてくれたから 卒業生：岡本千里さん

12月7日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(255)　米新政権の閣僚顔ぶれ 池上彰教授

12月7日 ＣＢＣ
【チャント！】コロナ禍の就職活動　まだ内定がもらえない―わざと留年
する学生も―

キャリアセンター

12月8日 毎日新聞 【守る、支える・（中）】コロナ感染者救急搬送　リスクと隣り合わせ 人間学部：畑中美穂准教授

12月8日 中日新聞（東三河） 剣道の県高校新人大会 附属高校

12月9日 日本経済新聞 「内定ない学生増える」7割　学長アンケート 小原章裕学長

12月9日 中日新聞 【ウォッチ！大学入試】中部の直前傾向　安全・地元志向　色濃く

12月9日
日本経済新聞（九
州）

九州経済産業局、ＭａａＳセミナー、２５日に開催 経営学部：田中武憲教授

12月10日 中日新聞 EV エコに駆ける 天野教授グループ 走行初公開 天野浩特別栄誉教授

12月10日 日本経済新聞 【複眼】温暖化ガスゼロへの道筋は
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

12月11日 中日新聞 名城大そばのレストラン コロナで危機　卒業生ＳＮＳの輪 店主に力
卒業生、経営学部2年：松原直也さ
ん

12月11日 中日新聞（知多） 東海学生駅伝13日に号砲　知多半島舞台　4県から25チーム出場 女子駅伝部

2021/1/7

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。
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月12日 中日新聞 駅伝　東海学生あす号砲 女子駅伝部

12月12日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】　工学こだわり美酒追及　寒紅梅酒造
日本酒研究会、農学部3年：村田遼
太郎さん、同学部2年：松山直樹さ
ん

12月12日
タウンニュースてん
ぱく

一緒に考え一緒に探す　名城大学硬式野球部コーチ　山内壮馬さん
硬式野球部：山内壮馬コーチ、卒業
生：栗林良吏さん

12月13日 ★中日新聞 【街角ニュース】　飲酒運転根絶へ街頭啓発
ボランティア協議会、経済学部3年：
石田恋宝さん

12月13日 読売新聞 写真で振り返る2020　10～12月 女子駅伝部

12月13日 読売新聞 愛西の子どもに栗林投手が教室 卒業生：栗林良吏さん

12月15日 中日新聞 名城大圧倒 女子Ｖ14　知多半島で東海学生駅伝 女子駅伝部

12月15日 中日新聞 学士院新会員に吉野氏ら
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

12月15日 読売新聞 吉野さんら10人　学士院新会員に
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

12月15日 朝日新聞 学士院新会員に　吉野さんら10人
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

12月15日 日本経済新聞 学士院新会員　吉野氏ら10人
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

12月15日 日本経済新聞 「Ｔｈｉｎｋ!」で理解深く　専門家が注目ニュースに投稿 池上彰教授

12月15日 朝日新聞 水田貯留で水害防ぐ　「グリーンインフラ」に熱視線 理工学部：原田守博教授

12月15日 中日新聞
新聞コンクール最優秀賞・伊藤さん（大口西小5）　「皆のために行動でき
る人に」

附属高校

12月15日
ニフティニュース
（web）

MLB球団オーナーの本業ビジネスがオフの補強に影響及ぼす　【メ
ジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月15日 産経ニュース（web） 次世代交通がテーマ　九州経済産業局が25日にセミナー 経営学部：田中武憲教授

12月15日 日刊スポーツ（web） 広島1位栗林が背番20「重みを実感」新妻もエール 卒業生：栗林良吏さん

12月15日
SPORTS BULL
（web）

ジュニア車いすテニス選手・城 智哉　「夢は24年のパリ大会、そして世
界一」

附属高校

12月16日 中日新聞 【プロ野球】パウエルコーチ１軍専念 卒業生：蔵本英智さん

12月16日 中日新聞 栗林「10勝以上目標」　広島 新人7選手入団会見 卒業生：栗林良吏さん

12月17日 中日新聞 共通テスト1ヵ月前大学ピリピリ　「現地応援控えて」◇教室 密回避 大学全体

12月17日 読売新聞 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム　リチウムイオン電池への道
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

12月18日 ニュースイッチ（web）
政府肝いりの「ムーンショット」研究、非連続的イノベーションで30年後の
生活はどう変わる？

理工学部：福田敏男教授

12月18日
高校野球ドットコム
（web）

来季もカープの投手が新人王争い？カープ指名投手が大成すれば一
気に投手王国に！

卒業生：栗林良吏さん

12月21日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(256)　脱炭素社会の行方 池上彰教授

12月21日 中日新聞 sports愛知　◇体操　◇重量挙げ 附属高校

12月21日 スポーツ報知（web）
【広島】ドラ1栗林良吏が母校の名城大で報告会　同大OB中日・英智
コーチもサプライズで激励

卒業生：栗林良吏さん、蔵本英智さ
ん、硬式野球部：山内壮馬コーチ

12月22日 中日スポーツ 栗林「一日でも長くプロで」　広島1位　母校名城大で報告会
卒業生：栗林良吏さん、蔵本英智さ
ん、硬式野球部：山内壮馬コーチ

12月22日 ★富山新聞 青色LEDの特徴学ぶ　氷見・北部中　名城大が遠隔授業
理工学部：竹内哲也教授、赤﨑勇
終身教授

12月22日 ★北陸中日新聞 リモートでLED学ぶ　氷見・北部中　名城大と連携授業
理工学部：竹内哲也教授、赤﨑勇
終身教授

12月22日 中日新聞（夕刊） コロナ対策充実　ようこそ留学生 大学全体

12月23日 朝日新聞 【朝日教育会議】不透明な今、見えたリーダーの力 池上彰教授

12月23日 中日新聞 全日制公立高希望　64.3％で過去最低 愛知総合工科
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月23日
日本経済新聞（夕
刊）

スポーツがいど　全日本大学女子選抜駅伝競走「富士山女子駅伝」 女子駅伝部

12月23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（薬学系） 薬学部

12月25日 中日新聞 1年でも長くプロで活躍を　母校・名城大で抱負　広島入団の栗林投手
卒業生：栗林良吏さん、蔵本英智さ
ん、硬式野球部：山内壮馬コーチ

12月26日 中日新聞 【学ぶ】お仕事ファイル　病院薬剤師 卒業生：今西正人さん

12月26日 東海テレビ 【めざましどようび】女王・名城大の加世田梨花　試練乗り越え3連覇へ 女子駅伝部

12月27日 中日新聞 新聞コンクール　受賞者の声 附属高校

12月27日 東海テレビ 【S-PARK】富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月28日 日本経済新聞 自動運転バス 地域の足に　公共交通維持へ期待 理工学部：田崎豪准教授

12月28日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(257)　自由を失った香港 池上彰教授

12月28日 東海テレビ 【Live News α】号砲まで2日　異例のシーズンに打ち立てた目標 女子駅伝部

12月29日 毎日新聞 開かれた新聞委員会　離任にあたり　報道の魂 忘れず変革を 池上彰教授

12月29日 ヤフーニュース（web） 3連覇狙う名城大は1区・高松、5区・加世田
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、米田勝朗監督

12月29日 中日新聞（web）
3連覇を狙う名城大の合言葉は「全区間区間賞での完全優勝」　【富士
山女子駅伝】

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、理工学部3年：和田有
菜さん、米田勝朗監督

12月29日
ニフティニュース
（web）

大リーグの選手会が「世界最強の労働組合」である3つの理由　【メ
ジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月30日 読売新聞（東京） 伊賀さん　エジソンメダル 赤﨑勇終身教授

12月30日 東海テレビ 【S-PARK】ＳＵＺＵＫＩスポーツスペシャル　2020富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月30日 東海テレビ 【東海テレニュース】富士山女子駅伝結果 女子駅伝部

12月30日 メ～テレ 【スーパーＪチャンネル】富士山女子駅伝結果 女子駅伝部

12月31日 中日スポーツ 名城大3連覇　主将加世田　涙の7冠 女子駅伝部

12月31日 読売新聞 名城大3連覇　全日本大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 中日新聞 名城大　3連覇　駅伝 全日本大学女子選抜 女子駅伝部

12月31日 朝日新聞 名城大Ｖ３　 全日本大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 日本経済新聞 名城大Ｖ３　 大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 毎日新聞 全日本大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 スポーツ報知（web）
名城大・鴨志田海来3連覇貢献「去年とは見える景色が全然違いまし
た」

女子駅伝部、理工学部3年：鴨志田
海来さん
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