2021/3/3
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（2021年2月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

2月1日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(262） スペイン風邪の教訓・上

池上彰教授

2月1日 メ～テレ

【アップ！】リコール署名8割が無効 同一人物が？

都市情報学部：昇秀樹教授

2月2日 読売新聞

私立高最終4.4倍

附属高校

2月3日 BBC NEWS（web）

Qeen Elizabeth Prize for Engineering honours LED pioneers

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

NHK NEWS WEB （徳
英女王工学賞に赤崎氏と中村氏
島 NEWS WEB）
北國新聞デジタル
2月3日
英女王工学賞に赤崎勇さんら５人 青色発光ダイオード開発で貢献
（web)
2月3日

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

2月3日 中部経済新聞

UNERI 社会起業家の育成を本格化

経済学部4年：河合将樹さん

2月3日 中部経済新聞

【中経論壇】コロナ禍での読書

卒業生、校友会会長：山田弥一さん

2月3日 中部経済新聞

【オープンカレッジ】杉原千畝と米ユダヤ資金

都市情報学部：稲葉千晴教授

2月3日 ★中日新聞

印鑑廃止 代わりにゴム印？ 愛知県 庁内一部事務で「使用可」

都市情報学部：昇秀樹教授

2月3日 中日新聞（夕刊）

赤崎さん、中村さん受賞 英女王工学賞 青色LED開発貢献

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
小原章裕学長

2月4日 日本経済新聞

赤崎さん・中村さんら受賞 英女王工学賞 青色LEDで貢献

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

2月4日 中日新聞

赤崎さんら英女王工学賞

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

2月5日 中日スポーツ

栗林 全集中の44球

卒業生：栗林良吏さん

2月5日 中日新聞

【中部発ヒットの原点】焼き肉人気 空気変えた 無煙ロースター

卒業生：田中利明さん

2月5日 日経産業新聞

英女王工学賞に赤崎・中村氏ら

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

2月6日 中部経済新聞

SDGs推進イベント オンラインで開催

池上彰教授

2月6日 陸奥新報（web）

元五輪選手が「健康」語る／弘大COIサミット

薬学部：梅田孝教授

2月8日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(263） スペイン風邪の教訓・下

池上彰教授

2月8日 中日新聞

高校総体 ◇スキー

附属高校

2月8日 読売新聞（三河）

【高校総体】 女子大回転 山下47位

附属高校

2月9日 時事メディカル（web）

日本の医学教育をけん引 能動的チュートリアル教育の先駆け―岐阜 メディカルＡＩ人材養成産学協働拠
大学医学部
点

2月9日 読売新聞

【高校総体】 男子大回転 山下94位、藤原97位

附属高校

2月10日 中日スポーツ

初のフリー打撃 栗林30球

卒業生：栗林良吏さん

2月10日 中部経済新聞

【やっとかめ】社会課題への投資が必要

経済学部4年：河合将樹さん

2月12日 メ～テレ

【アップ！】SDGs 高校生がアフリカの女性を支援 布ナプキンを手作り

附属高校

2月13日 朝日新聞

【オーサー・ビジット 作家が教室へ！】驚き！変わる景色 「疫病」切り口
池上彰教授
に歴史も理科も

2月13日

タウンニュースてん
ぱく

名城大 赤﨑勇終身教授 エリザベス女王工学賞受賞

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

2月14日 中日新聞

【東日本大震災10年】名城大 被災の島に勇気10年

卒業生：広瀬宜則さん、理工学部4
年：松井飛樹さん

2月16日 中日新聞

文部科学省人事（15日）

天野浩特別栄誉教授
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メディアで見る名城大学（2021年2月）
日付

メディア

2月16日 読売新聞（秋田）

見出し・番組名など

掲載者

【おらほの稲穂】第5部 酒米の試練㊦ 付加価値どうつける

農学部：加藤雅士教授

大リーグが自治体の延期要望退け…スプリングトレーニング突入の裏
側 【メジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

2月18日 中日新聞

NAGOYA WOMAN'S MARATHON 2021 五輪前哨戦／再起へ一歩

卒業生：赤坂よもぎさん

2月18日 中日スポーツ

栗林G斬り 同一リーグ対決にルーキー燃えた

卒業生：栗林良吏さん

2月18日 中日新聞

栗林 持ち味発揮 巨人に1回無失点

卒業生：栗林良吏さん

2月16日

日刊ゲンダイ
DIGITAL（web）

2月18日 SANSPO.COM（web） 広島D1位・栗林良吏、支えは愛妻の食事指導と森下の存在

卒業生：栗林良吏さん

2月18日 中日新聞（静岡）

農学部：香村恵介准教授

親子で運動楽しんで イラストカレンダー 浜松・アプライズ

2月18日 中日新聞（なごや東） 過疎化対策に学生視点 名外語大、長野・南木曽町と協定
2月19日 中部経済新聞

コラボスタイル ペーパーレス化システム 教育現場向け提案

卒業生：松本洋介さん

入管法改正案を閣議決定 難民申請中の送還停止2回まで

法学部：近藤敦教授

2月22日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(264) 新年度の授業準備

池上彰教授

2月23日 ★読売新聞（三河）

透析再開 署名巡り全戸にチラシ 東栄町長側「理解していますか」

都市情報学部：昇秀樹教授

2月23日 中日新聞（web）

発生メタンガスをエネルギー活用 袋井で実証実験へミーティング

2月24日 中部経済新聞

若者向けSDGsシンポ 来月14日になごや環境大 講師に池上彰氏

池上彰教授

2月24日 中日新聞

【NIE 教育に新聞を】新聞切り抜きコンクール高校生の部 市内から優
秀賞６点

附属高校

2月24日 中日新聞（三河）

Ｚｏｏｍで名城大生 英語絵本読み聞かせ 刈谷の親子連れ楽しむ

外国語学部：西尾由里教授、ゼミ所
属学生

2月26日 中部経済新聞

旭精機工業社長に神谷氏

卒業生：神谷真二さん

2月27日 中日新聞

園児も「買いたい」きらきら電飾 愛知総合工高専攻科生、有志で制作
7色の光 雨も表現

愛知総合工科

2月27日 読売新聞

【日本酒探Ｑ】 江戸の伝統 海外に発信 中島醸造

日本酒研究会、農学部3年：中川智
之さん、玉村恭祐さん、同学部2年：
高須奈々恵さん、野添春花さん

2月27日 中日新聞

sports愛知 ◇県会長杯選手権ウエイトリフティング

附属高校

2月19日

朝日新聞デジタル
（web）

富山新聞デジタル
（web）
スポニチアネックス
2月27日
（web）
2月27日

2月28日 朝日新聞

イノシシ肉でレトルトカレー 氷見高生が開発 商品化狙い 独自レシピ
高校生が東京五輪代表を抜き去った！日本クロカン、酒井美玖が好走2
理工学部3年：和田有菜さん
位「次はトラックで勝負を」
三浦、紙一重のＶ 女子は萩谷 陸上 クロカン日本選手権 27日
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理工学部3年：和田有菜さん

