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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3月）
日付
メディア
3月1日 中日新聞
3月2日 日本経済新聞

見出し・番組名など
教育関係者ら100人授業力向上法学ぶ 名古屋で講習
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(228)学び方のヒント㊤ ニュース
は世界知る教材

3月2日 中部経済新聞

新型電池誕生の軌跡、岡山に ノーベル賞・吉野氏のリポート保管

3月2日 日本経済新聞

経営の視点 EVのSDGｓ対応途上 一段の技術革新必要

3月2日 日経産業新聞

水島氏に東大総長特別表彰を授与

3月2日 中日新聞（岐阜）
3月2日 中日新聞(長野）

飛騨市議選初の定数割れ 関心高める議会活動を
木曽 マスターズスキーとGSカップ

3月3日 中京テレビ

「成功の遺伝史」吉野彰の遺伝史は誰？

3月3日 中部経済新聞
3月3日 毎日新聞
3月3日

朝日新聞（宮崎）ほ
か1紙

3月5日 日本経済新聞
3月5日
3月5日
3月7日
3月8日

毎日新聞
中日新聞（近郊）
中日新聞（夕刊）
中日新聞

3月9日 中日新聞
3月9日 日本経済新聞
3月9日 東京新聞
3月10日 日経産業新聞
3月10日 北國新聞(web)
3月10日 読売新聞（東京）
3月10日
3月10日
3月11日
3月12日

ヤフーニュース(web)
★富山新聞ほか1紙
朝日新聞（宮崎）
★日刊工業新聞

3月12日 読売新聞（東京）
3月13日 NHK
3月15日 朝日新聞
3月16日 ★建設通信新聞
3月17日 日本経済新聞
3月17日 日本経済新聞
3月18日 中日新聞
3月18日 読売新聞
3月18日 日経産業新聞
3月18日 建設通信新聞
3月18日 朝日新聞
3月18日 中日新聞
3月18日 信濃毎日新聞（web）
3月19日 中日新聞（湖西）
3月20日 ヤフーニュース(web)

掲載者
教職センター：竹内英人教授
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
吉野彰大学院理工学研究科教授・
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
都市情報学部：昇秀樹教授
附属高校
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

【研究現場発】日本庭園の伝統的な職人 経験委3Dデータで挑む 禅宗
理工学部：三浦彩子准教授
庭園に新設計法を適用
【教えて池上さん！】旬なトピック 注意したい新型コロナ ウイルスが突
池上彰教授
然変異
吉野彰大学院理工学研究科教授・
ノーベル賞・吉野さん 30日の講演会延岡市が中止
特別栄誉教授
私大充実ブランド魅力 愛知の「SSK」や「愛愛名中」 地元進学率が全 吉野彰大学院理工学研究科教授・
国一 中部圏で就職強く
特別栄誉教授
「重国籍」認めぬニッポン 「単一」求める国籍法違憲訴訟も
法学部：近藤敦教授
春日井の魅力パンフで紹介
律儀な学生頑張れ
聖火リレー走る自治体発表 名古屋天野浩さん 瀬戸藤井聡太さん
天野浩特別栄誉教授
卒業生：本田絵里香さん、同：赤坂
NAGOYA WOMEN'S MARATHON 2020 ◇11～50位の成績◇
よもぎさん、同：津崎紀久代さん
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(229)学び方のヒント㊦ 異なる価
池上彰教授
値観を知る
吉野彰大学院理工学研究科教授・
児童書ランキング クレヨンハウス東京店＝1月26日～2月26日
特別栄誉教授
吉野彰大学院理工学研究科教授・
名城大、吉野さんに特別栄誉教授号
特別栄誉教授
吉野彰大学院理工学研究科教授・
名城大との連携拡大 氷見市、前9学部で産学官事業
特別栄誉教授
吉野彰大学院理工学研究科教授・
希望の花必ず咲く
特別栄誉教授
米球界の嫌われ者ピート・ローズを利用するトランプ大統領の思惑
外国語学部：鈴村裕輔准教授
名城大連携を拡大 氷見市 全9学部で産学官事業
繁忙期の自動車教習所 感染防止へ入念に対策
理工学部1年：金山優衣さん
中波長半導体レーザー開発 名城大など皮膚治療向けに応用
理工学部：岩谷素顕准教授
吉野彰大学院理工学研究科教授・
温暖化防止つくばから 産総研研究拠点が本格始動
特別栄誉教授
「チコちゃんに叱られる！」
吉野彰大学院理工学研究科教授・
リチウムイオン電池ってな～に？
特別栄誉教授
【先端人】集落の成り立ちや変遷探る 建築計画
理工学部：佐藤布武助教
名城大学天白キャンパス研究実験棟Ⅲ 南斜面生かし開かれたファ
サード
いつもの学校まだ遠く 新型コロナ 小中一部再開多くは休校 大学新
年度の授業延期も
【私の課長時代】 現場の声引き出す苦労 ロイヤルHD社長兼CEO㊤ 卒業生：黒須康宏さん
手作り卒業式 後輩から祝福
袴キャンセル業者困惑 新型コロナで卒業式中止 「学生さんが気の
毒」
吉野彰大学院理工学研究科教授・
リチウム超えるアルム2次電池
特別栄誉教授
美濃加茂市新庁舎 20年度上期に整備方向性示す 事業者は21年度
都市情報学部：海道清信教授
以降
卒業式中止はかま業者打撃 新型コロナ 「記念撮影だけでも」
女子駅伝部、理工学部2年：和田有
スポーツ功労者決まる 名古屋市、表彰式は中止
菜さん、法学部1年：荒井優奈さん
女子駅伝部、理工学部2年：和田有
長野東高・玉城監督退職へ 全国高校駅伝17・18年準優勝
菜さん
「試練乗り越え 未来へ前進」 市内の小中学校で卒業式 在校生メッ 吉野彰大学院理工学研究科教授・
セージも
特別栄誉教授
センバツの中止などアマチュア野球の日程が中止・変更される中、ドラフ
卒業生：栗林良吏さん
トの目玉は安定感抜群の栗林良吏だ
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メディアで見る名城大学（2020年3月）
日付
3月21日

メディア
ニフティニュース
(web)

3月23日 日本経済新聞
3月23日 日刊工業新聞
3月24日 中部経済新聞
3月24日 東京新聞
3月24日 日本経済新聞
3月25日 中日新聞ほか4紙
日経速報ニュース
3月25日
（web）
3月25日 朝日新聞

見出し・番組名など
大リーグ地区優勝を手にする日本人は誰だ？ 2人の日本人メジャー通
が占う
【池上彰の現代史を歩く】 特殊部隊、解決に一役 テロ対策に欠かせ
ぬ存在 函館ハイジャック事件
消費者ニーズAI分析 品ぞろえ・仕入れ適正化 名城大、商業施設に提
案
万能にあらず 環境設備こそ重要 実世界で使えるAI技術を

掲載者
外国語学部：鈴村裕輔准教授
池上彰教授
人間学部：伊藤康児教授

理工学部：田崎豪准教授
吉野彰大学院理工学研究科教授・
「目標しっかり持ち努力」 藤沢・滝の沢小 吉野彰さん卒業生に言葉
特別栄誉教授
【私の課長時代】 自信と誇り米研修で学ぶ ロイヤルHD社長兼CEO㊦ 卒業生：黒須康宏さん
中電と名城大 包括協定締結 地域貢献など連携
名城大と中部電力、産学連携に関する包括協定を締結

世界最大の技術者団体の会長に就任した名城大教授
【東海アスリート群像】入社2年目の右腕 栗林良吏投手(23)＝トヨタ自
動車 期待に応え夢実現へ
読売新聞
犬山ハーフ愛され成長 数々の大会 本誌が開催
読売新聞
五輪の熱闘東海に伝説刻む
日本経済新聞
新社長 ◇積水ハウス不動産九州
ヤフーニュース(web) 薬剤師国家試験2020、合格率1位は「金沢大学」97.5％
ニフティニュース
「感染症との戦争」で愛国心を煽りたいトランプ大統領と大リーグ
（web）
「深い学び」めざし試み様々 来春からの中学校教科書検定結果
朝日新聞
理科 実験や観察わかりやすく

理工学研究科：福田敏男教授

3月25日 毎日新聞

卒業生：栗林良吏さん

3月25日
3月25日
3月25日
3月25日

女子駅伝部
女子駅伝部
卒業生：田垣浩さん

3月25日
3月25日

3月26日 中部経済新聞

【中経論壇】誇りと自信をもって活躍を コロナ禍、卒業生への思い

3月26日 中日新聞

大学野球 愛知春季リーグ 来月25日に開幕
池上彰の新聞ななめ読み 財務省職員自殺 遺族が提訴
記者の「共感力」あらわに

3月27日 朝日新聞
3月29日 朝日新聞（宮崎）

化学賞・吉野さん 延岡名誉市民に 開発ゆかりの地

3月30日 読売新聞（静岡）

中高生4人旭化成見学 学生科学賞受賞 電子顕微鏡を体験

中日新聞（石川）
3月30日
（web）

炭電池でプロペラ回った 小松・夢や 児童らの体験教室

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(230)社会に出る若者たちへ
「災い転じて福となす」期待
リチウム硫黄電池に革新 軽量・高出力で康価 関西大充放電回数増
3月30日 日本経済新聞
に成功 早大手のひら大に大型化
3月30日 中日新聞（岐阜）
（人事）庁舎整備推進室を新設 本巣市人事
トヨタ自動車・栗林 カーブが武器の153キロ右腕 守備力兼備した即戦
3月30日 ヤフーニュース(web)
力候補
3月30日 CBCテレビ
「チャント」 いざ学校に向井ます
3月30日 日本経済新聞

3月31日 読売新聞（東京）

キャリセンだより 名城大

3月31日 読売新聞（宮崎）

延岡の歴史漫画で学ぼう 牧水や吉野彰さんも紹介
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外国語学部：鈴村裕輔准教授
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授
卒業生、校友会会長：山田弥一さ
ん、理工学部：川澄未来子准教授
硬式野球部
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
吉野彰大学院理工学研究科教授・
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
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
卒業生：大野一彦さん
卒業生：栗林良吏さん
附属高校、ウエイトリフティング部
キャリアセンター：勝浦正樹センター
長
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

