
メディアで見る名城大学（2020年2月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
2月1日 読売新聞 私立高平均倍率4.5倍　志願状況中学は平均4.2倍 附属高校

2月1日
朝日新聞(福岡)
ほか2紙

ノーベル賞・吉野さん　「学生は自分に投資を」　九大で講演会 理工学研究科：吉野彰教授

2月2日 朝日新聞 受験生新型肺炎から守れ　大学、消毒液やマスクの備え強化
2月2日 日本テレビ 「皇室日記」 被災地を結ぶひまわり 卒業生：三浦寛行さん

2月3日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(226)　新型肺炎感染広がる
直面する不条理時代超え

池上彰教授

2月3日 日本経済新聞 化石燃料、枯渇しないの？　発掘技術の進歩で「延命」 理工学研究科：吉野彰教授

2月4日 中部経済新聞
【研究現場発】経営の中にデザインを　デザインで問題を見つけデザイ
ンで解決する

経営学部：澤田慎治准教授

2月4日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック　親米国家樹立されたイランが革命成
功　米国大使館占拠に発展

池上彰教授

2月4日 ヤフーニュース(web) 米大統領候補と大リーグ　若年層開拓に色変え取り組む 外国語学部：鈴村裕輔准教授
2月5日 中日新聞 【この人】発達障害者の支援アプリを考案 附属高校
2月5日 読売新聞 高校総体　大回転　あすの回転で「力出し切る」 附属高校

2月6日 朝日新聞（宮城）
（挑む）フォルテ代表取締役・葛西純さん　
「次世代の電池」実用化めざす

理工学研究科：吉野彰教授

2月6日 読売新聞（静岡） 吉野さんに市民栄誉賞　富士市　ノーベル賞「市民の誇り」 理工学研究科：吉野彰教授

2月7日 中日新聞
◇文部科学省　私立大研究ブランディング事業シンポジウム
「新材料が創り出す未来像」

2月7日 毎日新聞 入試各大学、苦慮 理工学研究科：吉野彰教授
2月7日 毎日新聞（web） 大学入試　感染の広がり読めず、対応に苦慮 理工学研究科：吉野彰教授
2月7日 日経産業新聞 産業技術総合研究所　低炭素社会実現へシンポ 理工学研究科：吉野彰教授
2月8日 読売新聞 高校総体　リレー名城大付16位 附属高校

2月8日
朝日新聞（宮崎）
ほか1紙

ノーベル賞・吉野さん、子どもたちに語る　ゆかりの地・延岡で講演会、
来月30日

理工学研究科：吉野彰教授

2月9日 中日新聞
ナゴヤをつなげる30人<最終会合>　立場を超え助言新たな論
「お堀で防災」企画案発表

ナゴヤドーム前キャンパス

2月9日 朝日新聞（静岡） 吉野さんに富士市民栄誉賞　1998年創設以来初めて 理工学研究科：吉野彰教授
2月11日 中日新聞 冬季国体　16日からスキー競技 附属高校

2月11日 中日新聞
◇名古屋地区高校ハンドボール(1、2日・名古屋工業高校ほか）
男子Bブロック　②名城大附

附属高校

2月11日 中日新聞 遺志継ぐ教え子ら　本使った街づくり推進　街中に「私設図書館」 元教職員：延藤安弘さん

2月11日 日本経済新聞
大学改革シンポジウム特集「就活とキャリア教育」　産業界の評価必要　
就職は「腰掛け」ではない　学びの価値一段と　生き方考え、道切り開く

池上彰教授

2月11日 BS11（テレビ） キラボシ！「大学女子駅伝　日本一へ！走れない主将と副将の想い」 女子駅伝部

2月13日 中日新聞
2019年度「新聞切り抜き作品」「子どもと先生の新聞」コンクール
〈高校生の部〉

附属高校

2月13日 朝日新聞 科学季評　ネズミも最近も「小さきもの」遊ばせて吉 理工学研究科：吉野彰教授
2月14日 日経産業新聞 SDGs貢献ナノテク再評価　車体軽量化や電子ごみ削減 理工学研究科：吉野彰教授
2月14日 日経産業新聞 素材開発のデジタル化、波及効果は？　CASE進展も加速 理工学研究科：吉野彰教授
2月15日 朝日新聞 卒業旅行　肺炎でピンチ　中国経由の欠航相次ぎ「残念」

2月15日 中日新聞（津）
地域の課題考えました　津駅周辺活性化防災教育　あす名古屋で津西
高生6人が発表

2月15日 ★富山新聞 名城大連携で調整役　氷見市、新年度に1人配置 農学部

2月17日 中日新聞
重量挙げ　◇県会長杯選手権ウエイトリフティング
（9日・愛工大名電高校）

附属高校

2月17日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(227)　北アイルランド問題
英EU離脱で再燃懸念

池上彰教授

2月18日 朝日新聞（愛媛）
今治ラヂウム温泉熱視線　ドーム建築専門家ら調査　国内最初期
3D形状デジタル保存へ

理工学部

2月18日 ヤフーニュース(web) 新型肺炎とインフルエンザに悲鳴を上げる球団経営者たち 外国語学部：鈴村裕輔准教授

2月18日
日経速報ニュース
(web)

サントリーにスマート・ワーク賞　成長へ働き方改革 理工学研究科：吉野彰教授

2月19日 中日新聞 冬季国体　◇スキー国体第3日（18日・南砺市たいらほか） 附属高校
2月19日 朝日新聞 豚のふんから臭わない堆肥　名城大准教授と浜松の企業が開発 薬学部：髙谷芳明准教授

2月19日 日本経済新聞
働き方改革柔軟に　大賞にサントリー在宅勤務、理由問わず
日経スマート・ワーク2020　7社表彰

理工学研究科：吉野彰教授

2月20日
中部経済新聞
ほか2紙

世界初の半導体レーザー発明　岩谷名城大准教授ら中波長紫外線領
域で実現　皮膚治療など医療分野での応用期待

赤﨑勇終身教授、
理工学部：岩谷素顕准教授

2月20日 読売新聞 ◆東京メトロ女子駅伝部、選手4人で発信
女子駅伝部、
法学部4年：向井智香さん

2月20日 ヤフーニュース(web) 東京メトロが女子駅伝部創立！東京大学と共同研究も
女子駅伝部、
法学部4年：向井智香さん

2月20日 日経産業新聞 23年までにEV用全固体電池 理工学研究科：吉野彰教授

2月21日
東京新聞(静岡)
ほか4紙

新型肺炎イベント中止、延期　
富士で来月吉野さん（ノーベル化学賞）講演

理工学研究科：吉野彰教授

2020/03/01

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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メディアで見る名城大学（2020年2月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
2月21日 ★電波新聞(web) 名城大、三重大、旭化成が初の中波長紫外線半導体 理工学部：岩谷素顕准教授

2月22日
西日本新聞ニュース
(web)ほか1件

クロカン日本選手権
女子駅伝部、
理工学部２年：和田有菜さん

2月22日 中京テレビ 「はるか彼方の検索履歴」 都市情報学部：稲葉千晴教授

2月23日
中日スポーツ
ほか4紙

クロカン日本選手権
女子駅伝部、
理工学部２年：和田有菜さん

2月23日 読売新聞(東京) 天皇陛下60歳誕生日の記者会見 理工学研究科：吉野彰教授

2月23日
日経速報ニュース
(web)

「象徴の務め、誠実に」天皇陛下会見全文 理工学研究科：吉野彰教授

2月24日 日本経済新聞
【池上彰の現代史を歩く】　ミュンヘン五輪の悲劇　
テロ対策、現代の教訓に　東京大会は顔認証導入

池上彰教授

2月25日 中日新聞 ◇県高校新人体育バレー(11日まで・豊橋市総合体育館ほか） 附属高校

2月25日
ヤフーニュース(web)
ほか1件

吉野さん特別栄誉教授号　ノーベル賞受賞で
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授

2月25日 CBCテレビほか1局
「JNNニュース」吉野彰教授を特別栄誉教授に
「チャント！」吉野彰教授名城大特別栄誉教授に

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

2月25日 CBCテレビほか1局 「JNNニュース」名古屋テレビ等免震工事完了近づく 卒業生：大澤和宏さん
2月26日 朝日新聞ほか2紙 新社長　日東工業 卒業生：黒野透さん
2月26日 日本経済新聞 名古屋テレビ等　免振装置の設置完了 卒業生：大澤和宏さん
2月26日 中日新聞 新聞切り抜き作品コンクール　名古屋から優秀賞4人 附属高校

2月26日 朝日新聞ほか3紙 吉野さん「特別栄誉教授」ノーベル化学賞　名城大3人目　称号を授与
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授

2月26日 中日新聞
豊田章男社長と吉野彰さん　「車の未来」語り合う
【ノーベル化学賞吉野彰さん×トヨタ自動車社長豊田章男さん】対談(上)

吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

2月27日 中日新聞 【ノーベル化学賞吉野彰さん×トヨタ自動車社長豊田章男さん】対談(下)
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

2月28日 中日新聞ほか1紙 名城大など卒業式中止
2月28日 中日新聞 道風の偉業石碑に学ぶ　春日井で講演会 卒業生：河地清さん

2月28日 BSテレ東 「●池上彰×ノーベル賞●世界を変える発明の作り方」
池上彰教授、吉野彰大学院理工学
研究科教授・特別栄誉教授

2月29日 CBCテレビ 「花咲かタイムズ」名城大卒業式中止
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