
メディアで見る名城大学（2019年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
10月1日 毎日新聞 【教えて池上さん！】旬なトピック　長い戦い 米大統領選 池上彰教授
10月1日 中部経済新聞 奮闘の日々 20代のフレッシュパーソン(50) 卒業生：正岡祐輝さん
10月1日 毎日新聞 学生部書玄競書大会　入賞者決まる 附属高校
10月1日 ニフティニュース 米大統領選をも左右する民主党候補と米球界の浅からぬ関係 外国語学部：鈴村裕輔准教授
10月1日 中日スポーツ(web) 中日・近藤弘基が戦力外… 卒業生：近藤弘基さん
10月2日 中日新聞ほか1紙 プロ野球　戦力外　中日 卒業生：近藤弘基さん
10月2日 毎日新聞 毎日甲子園ボウル　名城大24-0名古屋工大 アメリカンフットボール部
10月2日 教育学術新聞 名城大"質保証"FDフォーラム
10月2日 教育学術新聞 名城大学附属図書館　課題と新たな工夫 附属図書館：前田智彦館長

10月3日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(2日・パロマ瑞穂)　名城大8-1愛教
大

準硬式野球部

10月3日 朝日新聞ほか1紙 【科学】ノーベル賞の栄冠　誰に輝く
理工学研究科：吉野彰教授、飯島
澄男終身教授

10月3日 ニュースイッチ（web) 来週からノーベル賞発表、有力候補者と研究業績を一挙公開！
理工学研究科：吉野彰教授、飯島
澄男終身教授

10月3日
株探ニュース(web)ほ
か1件

【特集】2019年「ノーベル賞」発表目前！令和で輝く関連有望株・大検証
理工学研究科：吉野彰教授、飯島
澄男終身教授

10月4日 岐阜新聞ほか3紙 岐阜医療大にモニュメント　青色LED使用名城大が贈る 赤﨑勇終身教授、立花貞司理事長
10月4日 産経新聞 除外継続　ふるさと納税　泉佐野市長憤り 都市情報学部：昇秀樹教授

10月5日 中日新聞 ノーベル街道　祭り支度　7日から発表　中部ゆかり有力候補

飯島澄男終身教授、理工学研究
科：吉野彰教授、野依良治客員教
授、赤﨑勇終身教授、天野浩特別
栄誉教授

10月5日 日経速報(web) 日本のノーベル賞受賞者は26人
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授、野依良治客員教授

10月6日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生陸上選手権第1日(5日・岐阜長良川競技場)
【女子】▽1500㍍　①相場里咲(名城大)4分38秒56

女子駅伝部、法学部1年：相場里咲
さん

10月6日 中日新聞 ◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(5日・愛院大)　中京大8-7名城大 準硬式野球部

10月6日 日本経済新聞 【News　Forecast】ノーベル賞発表　2年連続の日本人受賞　期待 理工学研究科：吉野彰教授

10月7日 中日新聞ほか1紙
◇重量挙げ(高萩市文化会館)
▽少年男子81㌔級スナッチ ▽同81㌔級ジャーク▽81㌔級トータル

附属高校

10月7日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（216）揺れる欧州統合の理念㊦ 池上彰教授
10月7日 中日新聞ほか4紙 大学野球　▽東海学園大4-1名城大 硬式野球部

10月7日 中日新聞ほか1紙
◇ラグビー 東海学生リーグ(6日・名城大ほか)
朝日大88-12名城大

ラグビー部

10月7日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(6日・愛院大)
中京大3-0名城大

準硬式野球部

10月7日 中日スポーツ
◇中部日本学生軟式野球リーグ(6日・藤田医科大)
名城大2-1名古屋外大

軟式野球部

10月7日 中日スポーツ
◇陸上　東海学生選手権最終日(6日・岐阜長良川競技場)
【女子】▽5000㍍　①加藤綾華(名城大)

女子駅伝部、法学部3年：加藤綾華
さん

10月7日
朝日新聞(大阪)ほか
1紙

国体　◇陸上【成年女子】1500㍍決勝　⑧髙松智美ムセンビ(名城大)4
分28秒36

女子駅伝部、外国語学部2年：髙松
智美ムセンビさん

10月7日 nippon.com(web) 今日は何の日？：10月7日
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

10月8日 日経産業新聞 企業での研究　成果後押し　実用化に向け動き活発 飯島澄男終身教授
10月8日 日本経済新聞 市場点描　ノーベル賞関連、先回り買い 理工学研究科：吉野彰教授

10月8日 中日新聞ほか4紙 大学野球　▽名城大8-7東海学園大 硬式野球部

10月8日
毎日新聞(長野)(web)
ほか3件

国体　長野　陸上【成年女子】▽5000㍍決勝③和田（長野・名城大）15分
40秒21

女子駅伝部、理工学部2年：和田有
菜さん

10月8日
ライブドアニュース
(web)

ジョセフHCと同い年の藤井強化委員長、日本の快進撃を支える「アン
サーヒーロー」

本学出身者：藤井雄一郎さん

10月8日 CBCテレビほか2局
「チャント!」　東海地方ゆかりの研究者受賞は　まもなくノーベル物理学
賞発表

飯島澄男終身教授、理工学研究
科：吉野彰教授、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授、野依良治客
員教授

10月9日 中部経済新聞 青色LEDモニュメント寄贈　名城大学が神野学園に 赤﨑勇終身教授、立花貞司理事長

10月9日
日経速報ニュース
(web)

ノーベル化学賞9日発表、蓄電池の3氏に期待
理工学研究科：吉野彰教授、野依
良治客員教授

10月9日 ニフティニュース 有名大学の鉄道研究会が終結「てっけんサミット」が熱い 鉄道研究会

10月9日
中日新聞(号外)ほか
3紙

吉野彰氏ノーベル賞　リチウムイオン電池開発 化学賞、名城大教授 理工学研究科：吉野彰教授

2019/11/01

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（2019年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月9日
朝日新聞デジタル
(web)

「すごい先生」「とても励みに」　吉野氏の教え子ら祝福

理工学研究科：吉野彰教授、理工
学研究科1年：岩月駿弥さん、同：三
井優人さん、理工学部：土屋文教
授、同4年：岩根慎平さん、小原章
裕学長、赤﨑勇終身教授

10月9日
時事ドットコム(web)
ほか2件

「すごさに気付かなかった」　功績に光、街から感謝と驚き－ノーベル化
学賞

理工学研究科：吉野彰教授、農学
研究科1年：大平瑞稀さん

10月10日 日刊スポーツ(web) 吉野彰氏　「しぶこさん、歴史ヒストリア」　一問一答 理工学研究科：吉野彰教授
10月10日 中日新聞ほか4紙 笑顔　好奇心の塊　吉野さんノーベル賞 理工学研究科：吉野彰教授

10月10日 中日新聞
吉野さん　未来へエール　「リケジョ」SKE佐藤佳穂さんと語る
昨春から名城大生に熱く講義

理工学研究科：吉野彰教授、農学
部：磯前秀二教授、赤﨑勇終身教
授、飯島澄男終身教授、理工学研
究科1年：三ツ井優人さん

10月10日 中日新聞 世界を変えた発明　名城大生「こんな近くに」

理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授、小原章裕学長、理工
学研究科1年：林拓未さん、理工学
部4年：神谷諒さん

10月10日 朝日新聞 研究支えた執着心　地道な取り組み環境への貢献に
理工学研究科：吉野彰教授、小原
章裕学長、赤﨑勇終身教授

10月10日 読売新聞 ノーベル化学賞吉野氏　電話座談会　時代の要請　感じた
理工学研究科：吉野彰教授、野依
良治客員教授、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授

10月10日 読売新聞 吉野さん偉業祝福　名城大生「先生は誇り」

理工学研究科：吉野彰教授、小原
章裕学長、理工学部：土屋文教授、
理工学部4年：岩根慎平さん、理工
学研究科1年：岩月駿弥さん、同1
年：三ツ井優人さん

10月10日 読売新聞 会社でもコツコツ　元部下祝福「研究に参加　誇り」
理工学研究科：吉野彰教授、小原
章裕学長、理工学部：土屋文教授

10月10日 毎日新聞 吉野彰氏ノーベル賞　リチウムイオン電池開発
理工学研究科：吉野彰教授、野依
良治客員教授、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授

10月10日 毎日新聞 名城大　教え子も歓喜 研究姿勢に鼓舞され

理工学研究科：吉野彰教授、小原
章裕学長、理工学研究科1年：林拓
未さん、同1年：岩月駿弥さん、赤﨑
勇終身教授、天野浩特別栄誉教
授、理工学部：土屋文教授、理工学
研究科：齊藤公明教授

10月10日 日本経済新聞 考古学の知識、洞察力の礎
理工学研究科：吉野彰教授、理工
学部：土屋文教授、理工学研究科1
年：三ツ井優人さん

10月10日 日本経済新聞 【社説】電池の革命がノーベル賞を手にした 理工学研究科：吉野彰教授

10月10日 中日新聞 【社説】「ET革命」を目指して
理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授

10月10日 毎日新聞 【社説】「モバイル革命」実らせた 理工学研究科：吉野彰教授

10月10日 中部経済新聞 吉野彰氏にノーベル賞
理工学研究科：吉野彰教授、野依
良治客員教授、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授

10月10日 中日新聞(夕刊) 同分野の研究者も祝福　名城大に懸垂幕
理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授
法学部1年：豊田美波さん

10月10日
中日新聞(夕刊)ほか
3紙

吉野さんと旭化成社員　笑顔の共有　ノーベル賞一夜明けで報告 理工学研究科：吉野彰教授

10月10日 朝日新聞(夕刊) 吉野さん偉業　沸く列島　名城大　受賞祝う垂れ幕
理工学研究科：吉野彰教授、農学
部1年：内田隆也さん、法学部3年：
若林嵩成さん

10月10日 信毎WEB 吉野彰氏にノーベル化学賞　リチウムイオン電池開発、旭化成 理工学研究科：吉野彰教授
10月10日 中日新聞 スタートアップfrom中部　起動　カギは「大学発」

10月11日 中日新聞 吉野教授に「おめでとう」　ノーベル賞決定　名城大が懸垂幕
理工学研究科：吉野彰教授、法学
部１年：豊田美波さん

10月11日 中日新聞 企業での基礎研究　評価を 野依良治さんと電話対談
理工学研究科：吉野彰教授、野依
良治客員教授

10月11日 朝日新聞
「必ずゴール、宝物がある」 ノーベル賞 吉野さん、妻と会見
ノーベル賞「ご祝儀」？　旭化成株、一時3.9％高

理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 朝日新聞 【社説】吉野さん受賞　快挙から学ぶべきこと 理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 読売新聞
吉野さん夫妻「最高の贈り物」「一緒に喜んで」
お祝いの懸垂幕　拍手湧き上がる

理工学研究科：吉野彰教授、矢野
幾也経営副本部長、法学部2年：米
津朗さん、理工学部4年：山田秀幸

10月11日 読売新聞ほか1紙 ノーベル化学賞　電池　日本のお家芸 「リチウムイオン」市場拡大 理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 毎日新聞
「反響のすごさに驚き」ノーベル化学賞　吉野さん、夫婦で会見
名城大に受賞決定祝う幕

理工学研究科：吉野彰教授、農学
部1年：加藤志門さん、同3年：前田
佳奈さん
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メディアで見る名城大学（2019年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月11日
日本経済新聞ほか1
紙

研究「必ずゴールある」 吉野さん夫妻、互いに喜び
吉野さん興味のきっかけ　「ロウソクの科学」増刷
「ノーベル賞銘柄」　大商い リチウムイオン電池の部材企業
企業の科学振興　貢献期待

理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 日本経済新聞
中部の産学連携に弾み 吉野氏にノーベル化学賞　実績ある研究者核
に

理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授、天野浩特別栄誉教
授、小原章裕学長、飯島澄男終身
教授、立花貞司理事長、小笠原日
出男名誉顧問

10月11日 日本経済新聞 【真相深層】リチウムイオン電池 執念がつなぐ　日本人3人が化学反応 理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 中部経済新聞 中部からも称賛の声 吉野氏のノーベル賞受賞
理工学研究科：吉野彰教授、小原
章裕学長、赤﨑勇終身教授、天野
浩特別栄誉教授

10月11日 朝日新聞（夕刊） ノーベル化学賞・吉野さんも読んだ―幼少期の科学本に脚光 理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 中日新聞(岐阜)(web)
ノーベル化学賞　吉野さんに会える　岐阜で来月１６日、小中生向け講
演　フェス実行委「受賞驚いた」

理工学研究科：吉野彰教授、飯島
澄男終身教授

10月11日
日経速報ニュース
(web)

ソフトバンクGなど。リチウムイオン電池原料の「金脈」争奪戦
江崎氏「日本人として感謝」　ノーベル賞吉野氏に祝意
ノーベル賞吉野さん、「電池の関西」が生んだ栄誉

理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 日経産業新聞
旭化成、多角経営の果実　ノーベル賞・吉野氏支える　素材の探求がカ
ギに

理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 西日本新聞(web) ノーベル化学賞　情報化社会を支える偉業 理工学研究科：吉野彰教授
10月11日 ALBA(web) またしてもノーベル賞受賞者からのご指名に…　「誰？ってなった（笑）」 理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 アサ芸プラス(web)
吉野氏、情報番組出演が続々低レベル質問も゛唯一まとも゛だった質問
者は？

理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 東スポWeb
吉野氏ノーベル賞発表から一夜・夫婦会見では出なかった秘話「門限７
字」の仰天

理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 産経デジタル(web)
電池に感謝！氷川きよし、吉野ノーベル化学賞受賞に「すごいですよ
ね」

理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 中日新聞
◇県高校新人体育陸上(9月28、29日・パロマ瑞穂スタジアム)　【男子】
▽走り幅跳び　▽やり投げ　▽フィールド③名城大付　【女子】　▽100㍍
障害　▽トラック③名城大付

附属高校

10月12日 毎日新聞(web) 名城大「ノーベル賞３人目」から読み解く地方私大の生き残り戦略

理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授、天野浩特別栄誉教
授、農学部：磯前秀二教授、丸㔟進
名誉教授、理工学研究科1年：岩月
駿弥さん、同：林拓未さん、小原章
裕学長、飯島澄男終身教授

10月12日 アエラ(雑誌) リチウムイオン電池開発でノーベル化学賞　モバイル時代「陰」の底力 理工学研究科：吉野彰教授
10月12日 読売新聞 ノーベル賞を囲むフォーラム～次世代へのメッセージ 天野浩特別栄誉教授
10月12日 毎日新聞 少年時代に愛読「ロウソクの科学」　吉野さん効果　増刷へ 理工学研究科：吉野彰教授
10月12日 日本経済新聞 リチウムイオン電池「三国志」 理工学研究科：吉野彰教授
10月12日 琉球新報(web) 〈金口木舌〉　ノーベル受賞者の光る言葉 理工学研究科：吉野彰教授

10月12日
陸上競技マガジン11
月号(雑誌)ほか1誌

第37回全日本大学女子駅伝　名城大3連覇へ慢心なく臨む 女子駅伝部

10月13日 読売新聞
【サイエンスReport】ノーベル自然科学3賞
■化学　吉野彰氏　リチウムイオン電池　実用化に道
【先週の出来事】ノーベル化学賞に吉野氏

理工学研究科：吉野彰教授

10月13日 朝日中高生新聞 吉野彰さんにノーベル賞 化学賞　リチウムイオン電池の開発

理工学研究科：吉野彰教授、理工
学研究科1年：荒川貴洸さん、野依
良治客員教授、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授

10月13日
日経速報ニュース
(web)

旭化成、ノーベル賞は多角化経営の果実 理工学研究科：吉野彰教授

10月13日 ベストカーweb 【祝・ノーベル化学賞受賞!!!】ニッポンのクルマを支える「お家芸」たち 理工学研究科：吉野彰教授

10月13日
西日本新聞ニュース
(web)

ラグビー日本快進撃に宗像の絆　サニックス前監督・藤井強化委員長
代表・ジョセフ監督と二人三脚

本学出身者：藤井雄一郎さん

10月14日 中日新聞ほか1紙 News週イチ！チェック　吉野彰氏にノーベル化学賞 理工学研究科：吉野彰教授
10月14日 読売新聞(朝刊) 今日のノート　偶然と必然 理工学研究科：吉野彰教授

10月14日 日経MJ(web)
吉野氏ノーベル賞受賞、「ロウソクの科学」注目、KADOKAWA、重版決
定。

理工学研究科：吉野彰教授

10月14日
日本経済新聞(web)
ほか1件

吉野さん、ノーベル賞決定後初講義　名古屋・名城大
理工学研究科：吉野彰教授、理工
学研究科1年：出口貴大さん

10月14日 時事通信社(web)
吉野さん「環境問題」世界に ノーベル賞受賞スピーチで－名古屋・名城
大で講義

理工学研究科：吉野彰教授

10月14日 中日新聞 千畝の顕彰施設　案内しませんか 都市情報学部：稲葉千晴教授
10月14日 中部経済新聞 【研究現場発】食品素材の有効活用法の開発 農学部：濱本博三准教授
10月14日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（217）地球温暖化への危機感 池上彰教授

10月14日 中日新聞

◇中部日本学生軟式野球リーグ（5日・藤田医科大学)
愛知東邦大7-6名城大
◇中部日本学生軟式野球リーグ（6日・藤田医科大学)
名城大2-1名古屋外大

軟式野球部

10月14日 朝日新聞 【科学の扉】炭素　新しい形を求めて 飯島澄男終身教授
10月14日 時事ドットコム(web) 2019年度「国際交流基金賞」受賞記念イベント 都市情報学部：稲葉千晴教授
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メディアで見る名城大学（2019年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月14日 CBCテレビ
「チャント!」　学校に向かいます
東京モーターショーに車出展

愛知総合工科専攻科

10月15日
日本経済新聞(夕刊)
ほか2紙

ノーベル賞吉野さん　決定後初講義　「若い皆さんの意見を」
理工学研究科：吉野彰教授、理工
学研究科1年：出口貴大さん

10月15日 週刊朝日
祝ノーベル賞、リチウムイオン電池・吉野彰「自分では便利さ実感でき
ず」　ワイド特集

理工学研究科：吉野彰教授

10月15日 毎日新聞(web)
「これからは環境とエネルギー」吉野さん受賞決定後初の講演　名城大
で授業も

理工学研究科：吉野彰教授

10月15日
日刊建設工業新聞
(web)

アジア航測　AI使い地形データ作製

10月16日 中日新聞
責任感 ひしひしと ノーベル化学賞吉野さん　授賞式控え「問題はダン
ス」

理工学研究科：吉野彰教授

10月16日 朝日新聞ほか1紙
受賞、19年前に決まっていた？ ノーベル化学賞・吉野彰さん、発表後初
講義

理工学研究科：吉野彰教授

10月16日 読売新聞 「身近に受賞者 経験吸収して」 吉野さん　名城大で呼びかけ
理工学研究科：吉野彰教授、理工
学研究科1年：石川峻也さん

10月16日 毎日新聞 吉野教授 決定後初講義 名城大院生21人祝福
理工学研究科：吉野彰教授、理工
学研究科1年：岩月駿弥さん

10月16日 読売新聞ほか1件 「環境に貢献 評価された」　吉野さん江戸川で講演 理工学研究科：吉野彰教授

10月16日
日本経済新聞（夕
刊）

「なんとかなる」の精神で ノーベル賞・吉野さん会見 理工学研究科：吉野彰教授

10月16日
日経速報ニュース
(web)

「なんとかなるわいな」精神で　ノーベル賞吉野さん会見 理工学研究科：吉野彰教授

10月16日
中日新聞（夕刊）ほ
か1紙

「産業界に刺激与えた」吉野さん大阪凱旋 理工学研究科：吉野彰教授

10月16日 教育学術新聞
吉野彰　名城大学教授　「貪欲に吸い取れ」　ノーベル化学賞受賞後に
大学で会見

理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授
天野浩特別栄誉教授

10月16日 中日新聞ほか4紙 愛知大学野球　最終成績④名城大6勝5敗 硬式野球部

10月16日 中日新聞ほか1紙
◇ハンドボール　東海学生リーグ(13日・中部大)
▽男子　名城大26-23中部大

ハンドボール部

10月16日 中日新聞ほか1紙
◇バレーボール　東海大学リーグ(13日・愛院大ほか)
▽男子　愛院大3-1名城大

バレーボール部

10月16日 中日新聞ほか1紙
◇弓道　東海学生リーグ最終日(13日・静岡大ほか)
▽男子　静岡大110-93名城大
▽同最終順位④名城大2勝2敗

弓道部

10月16日 中日新聞
◇県高校新人体育軟式野球(6日まで・口論義運動公園野球場ほか)
　1回戦　名古屋西1-0名城大付

附属高校

10月16日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生アメリカンフットボールリーグ(13日・中京大)
　中京大32-12名城大

アメリカンフットボール部

10月16日 毎日新聞 秋の新聞週間　開かれた新聞委員会　座談会 池上彰教授

10月16日 レスポンス(web)
信号・合流・公共車両優先、インフラ協調型の自動運転…国内実験が第
2フェーズへ

10月16日 ナイスタイム(web) 吉野教授ノーベル化学賞選出に湧く名城大学で大学祭開催！
10月17日 中日新聞ほか1紙 リチウムイオン電池　認められてうれしい 理工学研究科：吉野彰教授

10月17日 ★沖縄タイムス
「失敗しないと成功しない」 ノーベル化学賞の吉野さん　受賞後名城大
で初講義

理工学研究科：吉野彰教授、理工
学研究科1年出口貴大さん

10月17日 毎日新聞 【科学の森】道開いたノーベル賞の成果 理工学研究科：吉野彰教授
10月17日 朝日新聞 最前線照らすノーベル賞 理工学研究科：吉野彰教授
10月17日 日本経済新聞 【オピニオン】「リチウム革命」まだ1合目 理工学研究科：吉野彰教授

10月17日
日本経済新聞（関
西）

日本から「GAFA」を　ノーベル賞・吉野さん 理工学研究科：吉野彰教授

10月17日 読売新聞（夕刊） 「常識を疑え」 福井一門の精神 理工学研究科：吉野彰教授

10月17日 週刊文春 連載405　日本人がまたもノーベル賞
池上彰教授、理工学研究科：吉野
彰教授

10月17日 スポーツブル(web) 育成ドラフトから１軍出場は約26% 卒業生：近藤弘基さん

10月17日
ビジネスインサイダー
(web)

大坂なおみ選手国籍問題。日本人じゃなきゃ応援しないの？その違和
感の正体

理工学研究科：吉野彰教授、法学
部：近藤敦教授

10月18日 日本経済新聞 吉野氏「専門以外に得意分野を」 理工学研究科：吉野彰教授
10月18日 日本経済新聞 ノーベル賞の米大教授、日本貢献に感謝 理工学研究科：吉野彰教授

10月18日
日本経済新聞（中
国）

吉野さん、堀場雅夫賞表彰式に 理工学研究科：吉野彰教授

10月18日 朝日新聞 【経済気象台】リチウムイオン電池の将来 理工学研究科：吉野彰教授

10月18日
日本経済新聞（夕
刊）

【注目ニュース番付】米中貿易協議の動向に関心　ノーベル賞関連が話
題に

理工学研究科：吉野彰教授

10月18日
朝日新聞（静岡）ほ
か1紙

ノーベル賞祝う 富士市が横断幕　吉野さん研究拠点 理工学研究科：吉野彰教授

10月18日 読売新聞（大阪） 吉野さん「基礎研究を」　母校の京大訪問 理工学研究科：吉野彰教授

10月18日 毎日新聞(web)
学生社宅デザインコンテスト　受賞作決定
＜入選＞「行灯の家」荒井亮(名城大学)

理工学部3年：荒井亮さん

10月19日 読売新聞 ◆第３戦始球式はノーベル賞吉野さん 理工学研究科：吉野彰教授
10月19日 日本経済新聞 【インタビュー】旭化成、ノーベル賞の土壌「研究者に自由な裁量」 理工学研究科：吉野彰教授
10月19日 日本経済新聞 半歩遅れの読書術 理工学研究科：吉野彰教授
10月19日 毎日新聞 土記　残念なノーベル賞？ 理工学研究科：吉野彰教授
10月19日 中日新聞 ノーベル化学賞　吉野彰さん語録　手付かずの宝物 まだ世に 理工学研究科：吉野彰教授
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メディアで見る名城大学（2019年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月19日
スポーツ報知(web)ほ
か1件

ノーベル賞の吉野彰氏、日本S第３戦で始球式 理工学研究科：吉野彰教授

10月19日 読売新聞 【東海スポーツ】名城大V3へ反省生かす　27日仙台で杜の都駅伝

女子駅伝部、法学部3年：加世田梨
花さん、外国語学部2年：髙松智美
ムセンビさん、人間学部1年：山本有
真さん

10月19日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(18日・パロマ瑞穂)
▽最終順位　③名城大

準硬式野球部

10月19日 中日新聞(夕刊) 選手と指揮官　つなぐ裏方　ジョセフHCと20年来盟友 本学出身者：藤井雄一郎さん
10月19日 中日新聞 味に「とげ」なく万能選手
10月20日 中日新聞 manaVIVA ニュースクリップ 理工学研究科：吉野彰教授
10月20日 読売新聞（神奈川） 藤沢市長 吉野さんお祝い ノーベル賞 理工学研究科：吉野彰教授

10月20日 日本経済新聞
今年のノーベル賞　その意義は
化学賞 リチウムイオン電池 開発 モバイル社会 支える

理工学研究科：吉野彰教授

10月20日 東京新聞（横神） 「子どもの好奇心　刺激できれば」　吉野彰さんノーベル化学賞 理工学研究科：吉野彰教授

10月20日 サンスポ.com(web)
ミッドウェー環礁で発見された「加賀」の船体　その姿は平和への決意を
海の底から再確認させてくれる思いがする

理工学研究科：吉野彰教授

10月20日 朝日新聞
高校専攻科生、東京モーターショーへ出展へ
僕らがつくった　超小型月面走行車

愛知総合工科専攻科

10月20日 スポーツ報知(web)
【ジョセフを支える男たち】<5>藤井雄一郎強化委員長「ジェミー」と選手
のパイプ役

本学出身者：藤井雄一郎さん

10月20日 フルカウント(web) 阪神が森越祐人内野手に戦力外通告　中日で4年、虎で5年プレー 本学出身者：森越祐人さん
10月21日 日本経済新聞 リチウムイオン電池「認められてよかった」 理工学研究科：吉野彰教授
10月21日 日本経済新聞 日経チャレンジ　経済知力を磨こう 理工学研究科：吉野彰教授
10月21日 日経産業新聞 ニッケル急騰　悩む電池市場 理工学研究科：吉野彰教授
10月21日 中部経済新聞 ニュースなぜなに？　リチウムイオン電池を開発 理工学研究科：吉野彰教授

10月21日 中日新聞 名城大日本酒研究会　県代表に　「感覚生かして」きき酒日本一挑む
日本酒研究会、農学部3年：後藤実
和さん、同：下村恵未さん

10月21日 中部経済新聞 学生体験型プログラム発表会　名古屋銀行

10月21日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（218）中国建国70年　隣国との向
き合い必須

池上彰教授

10月21日 朝日新聞 教育改革テーマ　池上さんが講演 EduA創刊記念 池上彰教授

10月21日 中日新聞
◇中部日本学生軟式リーグ(20日・藤田医科大学)
名城大7-0鈴鹿医療大

軟式野球部

10月21日 中日新聞
◇県高体連尾張・名古屋・知多地区新人柔道体重別選手権(19日・県武
道館)　【男子】66㌔②③名城大付▽90㌔　③名城大付　【女子】　52㌔③
名城大付　▽70㌔　②名城大付

附属高校

10月21日 スポーツ報知(web) 関大、雪辱へ準備OK　27日全日本大学女子駅伝対校選手権大会
女子駅伝部、外国語学部2年：髙松
智美ムセンビさん

10月22日 朝日新聞 ノーベル賞紹介施設で大村知事　化学賞の吉野氏も
理工学研究科：吉野彰教授、野依
良治客員教授

10月22日 中日新聞 【元記者の心身カルテ】リチウム　心の治療薬にも 理工学研究科：吉野彰教授
10月22日 日本経済新聞 【オピニオン】市場が暴く技術大国の闇 理工学研究科：吉野彰教授
10月22日 中日新聞 ◇ラグビー　東海学生リーグ(20日・名城大ほか)　名城大64-19名経大 ラグビー部

10月22日 中日新聞
◇ハンドボール　東海学生リーグ(20日・中部大)
▽男子　名城大23-19大同大　▽同最終順位①名城大8勝1敗

ハンドボール部

10月22日 中部経済新聞 【中経論壇】ノーベル化学賞に吉野彰氏 校友会会長、卒業生：山田弥一さん
10月22日 中日新聞 未来のクルマ開発　「楽しみ」が原動力 天野浩特別栄誉教授

10月22日
ニフティニュース
(web)

静観の姿勢とるも…対岸の火事では済まされない香港 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月22日 中京テレビ 日本シリーズ第3戦　吉野彰教授始球式 理工学研究科：吉野彰教授
10月23日 朝日新聞ほか4紙 ノーベル賞吉野さん始球式　「フォーク投げてしまった」笑顔 理工学研究科：吉野彰教授

10月23日 中部経済新聞 小さな電池　偉大な貢献　吉野さんノーベル賞
理工学研究科：吉野彰教授、野依
良治客員教授

10月24日 日経産業新聞 点検科学技術力⑦　化学や材料、研究競争力低下 理工学研究科：吉野彰教授

10月24日 読売新聞
【東海サイエンス】ノーベル化学賞吉野さん　失敗恐れず挑戦せえや
名城大で若者に呼びかけ

理工学研究科：吉野彰教授

10月24日 読売新聞ほか3紙 青色LED材料でEV　ノーベル賞天野教授 天野浩特別栄誉教授

10月24日 中日新聞
◇バレーボール　東海大学リーグ(20日・愛院大)
▽男子　中京大3-0名城大　▽同最終順位　⑦名城大1勝6敗

バレーボール部

10月24日 読売新聞 第37回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 女子駅伝部
10月24日 毎日新聞 第45回社会人野球日本選手権　あす開幕 卒業生：栗林良吏さん
10月24日 中日新聞 ジョセフHC8強入り報告 本学出身者：藤井雄一郎さん
10月24日 中日新聞 名城大付属高生徒が文化祭売上金一部寄託 附属高校

10月24日 ★福井新聞 人気福井メシ　名古屋でPR
都市情報学部3年：西山和寛さん、
同：小林万誉さん

10月24日 東京新聞(web) EV、青色LEDでよりエコに　ノーベル賞天野さんら開発
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

10月25日 日本経済新聞 若者と考える未来　大志をつなぐ 理工学研究科：吉野彰教授
10月25日 中日新聞（東三河） 街角ニュース 理工学研究科：吉野彰教授
10月25日 東京新聞 親子で学ぶぅ科学編　化学賞の吉野さん「環境に貢献」 理工学研究科：吉野彰教授
10月25日 中日新聞 月面走行車　高校生が試作 愛知総合工科専攻科

10月25日 中日新聞ほか1紙 大学野球　ベストナイン
硬式野球部、法学部1年：小林大介
さん
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メディアで見る名城大学（2019年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月25日 朝日新聞
池上彰の新聞ななめ読み　ラグビー日本代表の敗退　躍進と壁　解説も
奮闘

池上彰教授

10月25日 東京新聞 ジョセフ氏と二人三脚　盟友藤井強化委員長 本学出身者：藤井雄一郎さん
10月25日 読売新聞(宮城) これ見てチャンネル　杜の都　命運握る新コース 女子駅伝部
10月25日 朝日新聞 走攻守　パラ種目めざし　日本人初ベストプレイヤーに 卒業生：松田瑶平さん

10月26日
タウンニュースてん
ぱく

お祝いムード一色　名城大学　ノーベル化学賞　吉野教授
理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授、理工学研究科：林拓
未さん

10月26日
タウンニュースてん
ぱく

ノーベル化学賞 吉野教授 学生らへ「積極的に吸い取って」
理工学研究科：吉野彰教授、赤崎
勇終身教授、理工学研究科1年：林
拓未さん

10月26日 読売新聞 第37回全日本大学女子駅伝対校選手権あす号砲 女子駅伝部

10月26日 スポーツ報知(web)
3連覇のかかる名城大・米田監督「加世田にどう渡せるか」"杜の都"駅
伝は27日開幕

女子駅伝部、米田勝朗監督

10月26日 BS日テレ
事前番組
「女子大生の汗と涙に密着！全日本大学女子駅伝への道」

女子駅伝部

10月27日 中日新聞（静岡） ハーフタイム　企業人の受賞 理工学研究科：吉野彰教授

10月27日 読売新聞ほか1件 杜の都駅伝　名城大「力出し切りたい」監督が抱負
女子駅伝部、米田勝朗監督、法学
部4年：塩崎葵さん、同3年：加世田
梨花さん

10月27日 読売新聞(宮城) 杜の都駅伝　26チーム健闘誓う
女子駅伝部、法学部4年：塩崎葵さ
ん

10月27日 スポーツ報知(web)
名城大、V3へ"ノーベル賞吉野先生に続け"…全日本大学女子駅伝い
よいよ号砲

女子駅伝部、米田勝朗監督、法学
部3年：加世田梨花さん

10月27日 中京テレビ 生中継「第37回全日本大学女子駅伝」 女子駅伝部

10月27日 NHKほか1局
「東海3県のニュース」2区で8人抜き！　名城大3連覇　全日本大学女子
駅伝

女子駅伝部

10月27日
スポニチ(web)ほか6
件

名城大　全日本大学女子駅伝3連覇！米田監督「吉野先生のノーベル
賞で流れがきた」

女子駅伝部、米田勝朗監督

10月28日 東京新聞 未来を探る　リチウムイオン電池を超えて 理工学研究科：吉野彰教授

10月28日
朝日新聞（夕刊・大
阪）

【ぶらっとラボ】ノーベル賞のあの人も通う 理工学研究科：吉野彰教授

10月28日 朝日新聞 【記者解説】後退する基礎研究
理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授

10月28日 中日新聞ほか5紙 名城大圧勝3連覇　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月28日
スポーツ報知(web)ほ
か2件

名城大、3年連続4度目頂点　加世田が3度目で初区間賞「今持ってる力
を出せた」

女子駅伝部

10月28日 中日新聞
◇ラグビー　東海学生リーグ(27日・岐阜長良川球技場ほか)
愛工大42-21名城大

ラグビー部

10月28日 中日新聞ほか1紙
◇バレーボール　東海大学リーグ入れ替え戦(27日・愛院大)
▽男子　名城大3-0愛教大

バレーボール部

10月28日 中日新聞ほか1紙

◇県高校新人体育体操(26日・日本ガイシスポーツプラザ)　【男子】団体
①名城大付　▽個人①②③名城大付　▽種目別ゆか①②名城大付　▽
同あん馬①②名城大付　▽同つり輪①②③名城大付　▽同跳馬①②③
名城大付　▽同平行棒①②③名城大付

附属高校

10月28日 日本経済新聞 【池上彰の現代史を歩く】　ニュージャパン大火災 池上彰教授
10月28日 レイバーネット(web) 声を上げることの大切さ～学生たちに届いたメトロコマースのたたかい 経済学部、経営学部

10月29日
中日新聞（夕刊）ほ
か4紙

文化勲章に吉野さんら
業績と略歴　文化勲章

理工学研究科：吉野彰教授

10月29日 中日新聞ほか2紙 減災研究や人材交流　名城大と東北大協定 小原章裕学長

10月29日 中部経済新聞 日本初のアジア色彩学会　来月29日、名城大で開幕
ナゴヤドーム前キャンパス、立花貞
司理事長

10月29日
サンスポ.com(web)ほ
か1件

トヨタ自動車・栗林、毎回の13奪三振　日本選手権 卒業生：栗林良吏さん

10月30日 中日新聞ほか4紙 文化勲章に吉野氏ら6人 理工学研究科：吉野彰教授
10月30日 日本産業新聞 ノーベル化学賞の吉野氏　強調　電池に産業ピラミッドを 理工学研究科：吉野彰教授
10月30日 日本経済新聞 「専門職育成で成長を」 理工学研究科：吉野彰教授
10月30日 日本経済新聞 【日経フォーラム世界経営者会議】多様性尊重　革新の種 理工学研究科：吉野彰教授

10月30日 読売新聞 杜の都駅伝　V3名城大　練習再開　2冠へ富士山駅伝に気合
女子駅伝部、法学部3年：加世田梨
花さん、理工学部2年：和田有菜さ
ん、米田勝朗監督

10月30日 朝日新聞 五輪をめぐる　嘉納治五郎②　掲げた理念グローカルに通ず 野依良治客員教授
10月30日 毎日新聞ほか1紙 トヨタ栗林　13K完封　トヨタ初戦突破 卒業生：栗林良吏さん
10月30日 中京テレビ ZIP!「吉野彰さん　桝アナが聞く舞台裏」 理工学研究科：吉野彰教授
10月31日 毎日新聞 甲子園ボウル　名城大6-3名古屋大 アメリカンフットボール部
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