
メディアで見る名城大学（2020年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月1日 読売新聞ほか4紙
西垣覚氏 （三菱ＵＦＪ銀行名誉顧問、元東海銀行〈現三菱ＵＦＪ銀行〉
頭取）死去

元教職員：西垣覚さん

7月1日 中日新聞 バブルのつけに英断下す　西垣覚氏死去　金融再編に道筋 元教職員：西垣覚さん

7月1日 中日新聞
オープンキャンパスコロナで苦心　オンラインで校風アピール
模擬講義や個別相談

7月1日 読売新聞（大阪） 泉佐野市「早期復帰を」　他自治体は「不公平」　ふるさと納税判決 都市情報学部：昇秀樹教授

7月2日 中日スポーツ
栗林良吏トヨタ　アピール「不安なし」　都市対抗Ｖそしてドラフト1位指名
今期に懸ける思い語る

卒業生：栗林良吏さん

7月2日 中日新聞
高校野球特集　待ちわびた集大成の舞台　夏季県高校野球大会組み
合わせ

附属高校

7月3日 朝日新聞（夕刊）
コロナ禍「サボテンになろう」　ある日街に貼られたポスター
名城大の研究室「生きてきた力信じて」

農学部：近藤歩准教授

7月3日 中京テレビ キャッチ！　プロバスケと大学が連携　地域社会の発展など図る
7月4日 中日新聞ほか1紙 Ｂリーグ名古屋Ｄ　名城大と協定締結　地域発展や新ビジネス
7月4日 読売新聞 久志本さんら赤崎賞で表彰 赤﨑勇終身教授
7月4日 読売新聞 【日本酒探Q】　花酵母香るブランド　大学中の桜集め「捕獲」 農学部：加藤雅史教授

7月6日 読売新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(239)　SDGｓの学び方㊤
日々の生活にも知る機会

池上彰教授

7月7日 毎日新聞 地球のミライ　東京湾エリア脱炭素技術集積へ
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

7月8日
ニフティニュース
（web）

コミッショナーが人種差別反対運動を静観する米球界の危機 外国語学部：鈴村裕輔准教授

7月8日 中日新聞 コロナ禍採用減遠い内定　不安焦り諦めの夏　7月まだ73％ 人間学部4年：津田亜衣里さん

7月8日 教育学術新聞
コロナ下での意思決定トップはいかに決断したか
当時の決断、今でも自問自答　名城大学小原学長に聞く

小原章裕学長

7月11日 読売新聞 【日本酒探Q】　大学ブランド新しい風　群雄割拠コンテストも 農学部：加藤雅史教授

7月11日
ニフティニュース
（web）

藤井聡太七段の師匠・杉本八段が明かす”東海の師弟物語”
「永瀬さんは名古屋の終電に詳しくなった（笑）」

将棋部：竹内貴浩コーチ

7月14日 毎日新聞
【教えて池上さん！】 旬なトピック　コロンブスは偉人か否か
白人中心の歴史反省　世界で像撤去の動き「歴史消す」と批判

池上彰教授

7月15日 中日新聞（三河）
再生の針路　三河経済インタビュー　シンカ社長　畠孝二郎さん（50）
「過ごしたい」家を模索

卒業生：畠孝二郎さん

7月15日
中日新聞（静岡）
ほか3紙

吉野彰さん　県民栄誉賞　6人目、9月に贈呈式
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

7月15日 中日スポーツ(web)
トヨタ自動車のドラフト候補右腕・栗林　3カ月半ぶり対外試合、
3回2支点もスカウト高評価

卒業生：栗林良吏さん

7月15日
日経速報ニュース
（web）

名古屋六大学、各学長がウェブで魅力をPR　全国の受験生に

7月15日 ヤフーニュース（web）
特殊詐欺被害者「人嫌い」だけど「信じやすい」？
心理学者が特性分析　愛知県警依頼

人間学部：原田知佳准教授

7月16日 日本経済新聞 名古屋六大学　受験生にＰＲ　学長がタッグ、動画で応援 小原章裕学長

7月16日 読売新聞 田中女子5000Ｖ　陸上・ホクレン・ディスタンスチャレンジ第3戦網走大会
女子駅伝部、外国語学部3年：髙松
智美ムセンビさん

7月16日
高校生新聞（web）
ほか4件

高3生に人気の大学ランキング2020　関東は明治大、関西は関西大、
東海は名城大

7月16日 中日新聞
20年度県強化指定選手に195人　五輪・パラ、26年アジア大会見据える
◇強化指定選手の皆さん

附属高校

7月17日 中日新聞
「基準日」以降死去、10万円給付対象外　単身世帯に不公平感
父の思いは届かず

都市情報学部：昇秀樹教授

7月17日 中日新聞 高3大学志願度ランキング　リクルート進学総研調べ

7月18日 読売新聞
【日本酒探Q】　昔ながらの「手作り」製法　コメの甘味出す「槽搾り」
名城大2種限定販売へ

日本酒研究会、農学部4年：後藤実
和さん、同4年：松本萌奈実さん、同
3年：岩本祐季さん

7月18日 中日新聞 少年院で有松絞指導　久野さん放送感謝状 卒業生：久野剛資さん
7月19日 朝日新聞ほか1紙 昨夏Ｖの誉、初戦勝利　高校野球独自大会　／愛知県 附属高校
7月20日 中日新聞ほか2紙 高校野球　夏季県大会2020　瑞穂球場　名城大付が終盤逆転 附属高校

7月20日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(240)　SDGｓの学び方㊥
育った街に目を向けてみる

池上彰教授

7月20日 朝日新聞ほか1紙 私学4強、3回戦へ　高校野球独自大会／愛知県 附属高校

7月21日
★北日本新聞
ほか2紙

名城大のノウハウ学べ　市が新協定全学部に連携拡大 小原章裕学長

7月21日 毎日新聞 「人間関係は希薄」は危険？　特殊詐欺被害者心理学者が分析 人間学部：原田知佳准教授

7月21日 中部経済新聞
営業店、本部の一体化を図る　事業者支援をレベルアップ　北伊勢上野
信用金庫理事長　南部和典氏

卒業生：南部和典さん

7月21日
ニフティニュース
（web）

【MLB】　日割額補償でようやく合意　サラリーキャップ制阻止は選手会
の大きな成果

外国語学部：鈴村裕輔准教授

2020/8/01

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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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月21日 朝日新聞（夕刊）
日本で暮らす外国人　帰省すると「再入国」の壁　帰れない帰れなくなる
から　規制緩和求める声も

法学部：近藤敦教授

7月22日 中日新聞 夏季県高校野球大会19日の成績　▽二回戦　パロマ瑞穂球場 附属高校
7月22日 ★日本農業新聞 サボテンパン味と栄養も◎　商品化へ期待膨らむ　名城大学農学部 農学部：近藤歩准教授
7月22日 ヤフーニュース（web） ドラフト候補右腕、加藤翼が急成長。「ユウキさん」の指導とエース争い。 卒業生：田口聖記さん
7月24日 中日新聞ほか2紙 高校野球夏季県大会2020　第7日　春日井市民球場 附属高校

7月24日 中日新聞（web）
愛知連盟選抜メンバーOBが激突！トヨタ自動車 栗林（名城大) 対 三菱
重工神戸・高砂 石田（愛知東邦大）

卒業生：栗林良吏さん

7月25日 ＮＨＫ チコちゃんに叱られる！　「“始球式の秘密”“重力って何”ほか」(再放送) 外国語学部：鈴村裕輔准教授
7月25日 読売新聞 高校総体代替大会　中京大中京　3年男女Ｖ　陸上100メートル＝愛知 附属高校

7月25日
タウンニュース
てんぱく

愛知が生む発酵食品を世界へ 農学部：加藤雅史教授

7月25日 朝日新聞 8強出そろう　県高校軟式野球　／愛知県 附属高校
7月26日 中日新聞 通説とは違った杉原千畝像描く　名城大の稲葉教授が出版 都市情報学部：稲葉千晴教授

7月27日 朝日新聞
高校野球2020　80人の部員束ね心の野球貫いた
名城大付・加藤諒馬主将

附属高校

7月27日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(241)　SDGｓの学び方㊦
働きたい企業調べてみて

池上彰教授

7月27日
日本経済新聞
（夕刊）

過去の曲磨き未来へ　渡辺真知子さん
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

7月27日
ニフティニュース
（web）

復帰先で発で炎上KO大谷翔平に今オフ調停兼　メジャー通が予想する
ケタ違いの来季年俸

外国語学部：鈴村裕輔准教授

7月28日 中日新聞 名城大校友会母校に3000万円　コロナ困窮学生支援
卒業生、校友会会長：山田弥一さ
ん、立花貞司理事長

7月28日 中日新聞 高校野球夏季県大会2020　23日の試合結果 附属高校
7月28日 中日新聞（岐阜） 川で男性救助し感謝状　北方署渡辺さん、佐谷さんに 都市情報学部3年：渡邉敬太さん

7月29日 中部経済新聞
【中経論壇】　コロナ影響の困窮学生を支援　名城大学校友会緊急修学
援助奨学生制度の創設

卒業生、校友会会長：山田弥一さ
ん、立花貞司理事長、小原章裕学
長、加藤幹彦理事

7月29日 読売新聞 ウイルス抑制ＬＥＤ開発　豊田合成「深紫外線」対コロナ期待
赤崎勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

7月31日 中日新聞
晴嵐館全国教育書道展入賞者（本社後援、関係分）
＝展示は8月4～10日、名古屋市博物館ギャラリー

附属高校
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