
メディアで見る名城大学（2020年8月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

8月1日 ヤフーニュース（web）
【箱根への道】　日体大、高校女子駅伝”名将”玉城良二新監督で甦る
「速くないけど弱くないチームを」

女子駅伝部：玉城柾人コーチ

8月1日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】　甘い・辛い数値で判断も　辛口求める傾向が定着 農学部：加藤雅士教授

8月3日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(242)　日本の大学あるべき姿は　
米大学格差を再生産

池上彰教授

8月3日 中日新聞
太陽光LED光る効果　植物の成長促進／人の疲れ緩和　豊田合成開
発、販路拡大へ

赤﨑勇終身教授

8月4日 ヤフーニュース（web） トランプ大統領がメジャーリーグの始球式を行う意味と過去のトラウマ 外国語学部：鈴村裕輔准教授
8月5日 財経新聞（web） 志望したい大学、明治・名城・関西大が地域トップ
8月6日 中日新聞 「ナゴヤをつなげる30人」2年目始動　「どえりゃー面白い街」一緒に
8月6日 中日新聞 大学野球　愛知秋季L　29日に開幕　愛知大学野球秋季リーグ日程

8月6日 中日新聞（静岡） 市民栄誉賞来月に贈呈　富士市ノーベル賞・吉野さん
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

8月7日
ニフティニュース
（web）

影響なんぼ？大谷翔平の来季年俸を予測　「野手専念・二刀流・投手専
念」　一番高額なのは…

外国語学部：鈴村裕輔准教授

8月7日 読売新聞
高校スポーツ　 バスケットボール　名古屋南支部　〈男子〉Aトーナメント
▽準決勝

附属高校

8月8日 読売新聞
【日本酒探Q】　国産にこだわる純米酒　大量生産から路線変更　はざま
酒造

農学部：加藤雅士教授、日本酒研
究会、農学部3年：玉村恭祐さん、
同学部3年：中村智之さん

8月10日 毎日新聞
【教えて池上さん！】 旬なトピック　マスクの着用義務化米国二分　「個
人の自由」めぐり協和・民主判断に差　裁判に発展の事例も

池上彰教授

8月10日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(243)　コロナ禍の疑問㊤　孤独に
耐えるのも成長の糧

池上彰教授

8月10日 日本経済新聞
新型電池EV1000㌔に道　性能リチウムイオンの7倍　京大・トヨタが原型
試作

吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

8月10日 ヤフーニュース（web） 高校野球代替大会　愛知大会結果 附属高校

8月12日 朝日新聞
オープンキャンパス工夫さまざま　座席空けて模擬講義 ウェブで説明・
見学ツアー　期間限定回覧やリアルタイムも　名古屋六大学長ら受験生
へ応援メッセージ

8月12日 中日新聞 県高校野球選手権名古屋地区1次予選（11日・栄徳高ほか） 附属高校
8月14日 読売新聞 高校スポーツ　桜丘11点猛攻V　 軟式野球　▽1回戦 附属高校

8月14日
福井新聞（web）ほか
3件

旧兵器工場の建物を保存へ、愛知名城大学で今も使われ、来年改修

8月14日 中日新聞 県高校野球選手権名古屋地区1次予選（13日・栄徳高ほか） 附属高校

8月15日 ★岐阜新聞ほか2紙
戦後75年　大に陸軍旧工場司令棟　学徒が兵器製造負の遺産継承　教
育の場として再整備

卒業生：河地清さん、経済学部学
長：渋井康弘教授

8月15日 日本経済新聞 「昭和食堂」赤字3億円　海帆の最終、4～6月単独 卒業生：久田敏貴さん

8月16日
朝日新聞（近郊版）
ほか1紙

戦時中の春日井で弾丸など製造　鷹来工廠の歴史知って　名城大・渋
井教授らが本出版

経済学部学部長：渋井康弘教授

8月18日 中日新聞 県高校野球選手権名古屋地区2次予選（17日・星城高ほか） 附属高校

8月19日 中日新聞 【みんなの本】　時々”オニの心”が出る保護者との関係づくり
教職センターセンター長：曽山和彦
教授

8月19日 中部経済新聞 古関裕而作品22日に演奏会　春日井市民会館で
8月19日 中日新聞 社会との関わりに充実感　学外活動のすすめ　将来を考えるきっかけに 附属高校

8月20日 読売新聞 ノーベル賞受賞者フォーラム
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

8月20日 中日新聞（豊田） 新博物館予定地など　特別用途地区に指定　豊田市都市計画審 理工学部：松本幸正教授

8月20日 中日新聞
sports愛知　◇県高体連名南支部夏季バスケット選手権（3日・天白ス
ポーツセンター）

附属高校

8月21日 読売新聞
高3強まる私大志向　進学志望調査　明治大、関西大、名城大が各地域
トップ

8月21日 日本経済新聞
追想録　バブル清算光った決断力　西垣悟さん（元東海銀行〈現三菱
UFJ銀行〉頭取）

元教職員：西垣覚さん

8月21日
zakzak夕刊フジ
（web）

【親も知らない今どき入試】「大規模大学の大学別実就職率」ランク　トッ
プは3年ぶり東京理科大、2位は名城大

8月22日 ヤフーニュース（web）
愛知大学野球、秋季リーグ29日開幕　1部6校の監督が意気込みプレー
できる喜びかみしめ…

硬式野球部：安江均監督

8月22日 読売新聞
【日本酒探Q】　新型コロナウイルスを殺菌　深紫外線の技術開発が活
性化　夏酒冷やしてすっきり　水分とりながら楽しんで

農学部：加藤雅士教授

8月22日 中日新聞 ニュース時事能力検定試験　過去問題に挑戦！
吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

8月23日 gooニュース（web） 新型コロナウイルスを殺菌　深紫外線の技術開発が活性化
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

8月24日 中日新聞 ｓｐｏｒｔｓ愛知  ◇県体操選手権（9日・日本ガイシスポーツプラザ） 附属高校

8月24日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(244)　コロナ禍の疑問㊥　新常態
の生き方を考える

池上彰教授

2020/09/01

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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8月25日
ニフティニュース
（web）

変化の遅い政界と比べても消極的な大リーグの「女性進出」 外国語学部：鈴村裕輔准教授

8月25日 中部経済新聞
【ココが聞きたい】　リサーチフェアの狙いは？　多様なシーズ、企業へ
発信志望者期待も

平松正行副学長、立花貞司理事
長、天野浩特別栄誉教授

8月26日 中部経済新聞 名城大学バーチャルリサーチフェア【1】
8月27日 朝日新聞 愛知大学野球29日開幕　無観客 硬式野球部

8月27日 中部経済新聞
【中経論壇】　就職・採用活動が大きく変化　重要視されるインターンシッ
プ

卒業生、校友会会長：山田弥一さん

8月27日 岐阜新聞（web）
頑張ってます岐阜県人　フォーシーズンズホテル丸の内東京ヘッドシェ
フ　県産食材の料理提供

卒業生：浅野裕之さん

8月27日 中部経済新聞 名城大学バーチャルリサーチフェア【2】
8月28日 中部経済新聞 名城大学バーチャルリサーチフェア【3】
8月28日 朝日新聞 【池上彰の新聞ななめ読み】　首相の体調は「公益」に資する会見を 池上彰教授

8月28日
★中日新聞（飛騨）
ほか1紙

名城大女子駅伝部が高山市に感謝状　毎夏トレセン合宿　昨年2年連
続2冠を報告

女子駅伝部、女子駅伝部：米田勝
朗監督

8月28日 日経産業新聞
研究領域融合で課題解決、産業技術総合研究所理事長石村和彦氏、
技術の種応用まで関与

吉野彰大学院理工学研究科教授・
特別栄誉教授

8月29日 読売新聞
【日本酒探Q】　食事に合う味目指す　天領酒造　花酵母での醸造先駆
け　町屋構え残る店舗主屋　登録有形文化財

日本酒研究会、農学部3年：村田遼
太郎さん、同学部3年：山本未来さ
ん

8月29日 読売新聞
机に仕切り無言の給食　児童の距離「正解」手探り　1学級明治期80人
今40人

人間学部：笠井尚教授

8月29日 中部経済新聞 名城大学バーチャルリサーチフェア【4】
8月30日 読売新聞 これから働く子どもへの本　新たな職業、変わる雇用システム…出版 池上彰教授

8月30日
中日スポーツほか3
紙

中京大「連覇」へ好発進　愛知大学野球秋季リーグ戦 硬式野球部

8月31日
中日スポーツほか2
紙

2試合連続決勝打！！平本愛工大　愛知大学野球 硬式野球部

8月31日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(245)　コロナ禍の疑問㊦　新常態
の生き方を考える

池上彰教授

8月31日 中日新聞（長野） 画面で農家現地実習　ワーキング課題など聞く　学輪IIDA
8月31日 中部経済新聞 名城大学バーチャルリサーチフェア【5】

8月31日
中日新聞（尾近知総
合）

教員目指す大学生　児童に算数教える　東浦町片葩小 理工学部3年：沢田澄那さん

8月31日 中日新聞（三重） 次世代技術介護や宇宙に　津　科技相と名城大教授対談 理工学部：福田敏男教授
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