
メディアで見る名城大学（2019年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
11月1日 日本経済新聞 【古今東西　あの出来事】日本初のノーベル化学賞 理工学研究科：吉野彰教授

11月1日 環境情報誌Risa
【リサっちファミリーのミニ家族会議】
祝ノーベル賞！吉野さんと環境問題

理工学研究科：吉野彰教授

11月1日 中日新聞ほか1紙 秋季キャンプ　根尾　外野の動き学ぶ 卒業生：蔵本英智さん
11月1日 日刊スポーツ(web) 来年ドラフトの候補のトヨタ・栗林0封好投も逆転負け 卒業生：栗林良吏さん
11月2日 朝日新聞 【ひもとく】自然科学系ノーベル賞 人類の課題を映す発見や発明 理工学研究科：吉野彰教授

11月2日 朝日新聞 【いちからわかる！】ノーベル賞の吉野彰さん文化勲章が贈られるね
理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授、天野浩特別名誉教授

11月2日
読売新聞（京都）ほ
か1紙

吉野彰さんに府特別栄誉賞 理工学研究科：吉野彰教授

11月2日 朝日新聞 【学びを深める】地道な研究続けノーベル賞 理工学研究科：吉野彰教授
11月2日 東京新聞（夕刊） 【コンパス】実るまで垂れるな 理工学研究科：吉野彰教授
11月2日 東京新聞（夕刊） 【大波小波】文化と文化勲章 理工学研究科：吉野彰教授
11月2日 ★中日新聞 藍綬　産業振興功績 卒業生：山川芳範さん
11月2日 読売新聞(大阪) ふるさと納税除外　泉佐野市長が主張 都市情報学部：昇秀樹教授

11月3日 中日新聞ほか4紙 秋の叙勲受章者
網中政機名誉教授、
古家守名誉教授

11月3日 中日スポーツ
◇中部日本学生軟式野球リーグ(2日・藤田医科大)
名城大5-2藤田医科大

軟式野球部

11月3日 読売新聞(長野) 権兵衛峠　崩落復旧へ　技術検討委が初会合 理工学部：板橋一雄教授
11月3日 読売新聞（福岡） 学生科学賞　県代表6点 理工学研究科：吉野彰教授

11月4日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（219）大学改革を受け継ぐ㊤
文理超え、学びに変化

池上彰教授

11月4日 朝日新聞ほか3紙 令和1号「非常にうれしい」　吉野さんら文化勲章親授式 理工学研究科：吉野彰教授
11月4日 読売新聞 翻訳語事情 理工学研究科：吉野彰教授
11月4日 日本経済新聞 蓄電池　テスラ解禁の賭け 理工学研究科：吉野彰教授
11月4日 読売新聞 NEWS月録　吉野氏にノーベル化学賞 理工学研究科：吉野彰教授

11月4日 朝日新聞 【科学の扉】進むリチウムイオン電池 理工学研究科：吉野彰教授

11月5日 中日新聞 池上さんと杉田さんが「グローバル人材」語る 池上彰教授
11月5日 中部経済新聞 【研究現場発】研究開発の推進と実証実験による地域貢献 理工学部：武藤厚教授

11月5日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック
エチオピア首相に隣国との紛争解決　急な改革に混乱も

池上彰教授

11月5日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生ラグビーリーグ最終日(3日・名城大ほか)
名城大66-35　▽最終順位⑥名城大3勝4敗

ラグビー部

11月5日 中日新聞
◇アメリカンフットボール　東海学生リーグ最終日(4日岐阜長良川球技
場)　▽最終順位　①名城大4勝1敗

アメリカンフットボール部

11月5日
中日スポーツほか1
紙

英智コーチ絶賛「フライ捕ったり追う感覚いい」 卒業生：蔵本英智さん

11月5日 読売新聞 編集手帳 理工学研究科：吉野彰教授
11月5日 読売新聞(福島) 吉野さん　いわきで祝福 理工学研究科：吉野彰教授
11月5日 中日新聞 中日新聞月イチ！ 理工学研究科：吉野彰教授
11月5日 中日新聞 【科学】環境問題　解決のカギに 理工学研究科：吉野彰教授

11月6日 毎日新聞
毎日甲子園ボウル
▽最終成績　①名城大4勝1敗＝2年連続19回目の優勝

アメリカンフットボール部

11月6日 毎日新聞 皇居で受章者　両陛下と懇談 理工学研究科：吉野彰教授
11月6日 朝日新聞ほか2紙 文化勲章受章者ら招き茶会 理工学研究科：吉野彰教授

11月6日
日本経済新聞ほか4
紙

ノーベル賞吉野氏を表彰　愛知県と名古屋市 理工学研究科：吉野彰教授

11月6日 中部経済新聞 吉野名城大教授に名古屋市学術表彰
理工学研究科：吉野彰教授、
野依良治客員教授

11月6日 朝日新聞 【朝日地球会議】温暖化防止　次世代引き継ぐ 理工学研究科：吉野彰教授

11月6日
日経産業新聞ほか1
紙

東北大・名城大、豪雨災害研究で連携 小原章裕学長

11月6日 毎日新聞 第45回社会人野球日本選手権 卒業生：栗林良吏さん
11月7日 読売新聞 名城大　杜の都V3のたすき 女子駅伝部
11月7日 中日新聞 台風19号義援金 名城大学交通機械会

11月8日 中部経済新聞
移・職・住 外国人と生きる
タレントで羽衣国際大教授　にしゃんた氏

卒業生：にしゃんたさん

11月8日
中日スポーツほか1
紙

松田　期待度ピカイチ　ノーベル賞の先輩も後押し
天野浩特別栄誉教授、野依良治客
員教授

11月8日 中日新聞ほか2紙 私立高校募集要項 附属高校
11月8日 時事ドットコム(web) 国際クリエイティブアワード「ISCA209」ノミネート作品を発表 理工学研究科
11月8日 朝日新聞 日本株の基盤を強化する　 政治はNISAとiDeCo拡充を 理工学研究科：吉野彰教授
11月8日 日経産業新聞 京都をユニコーンの都に　大手参加、企業モデル作り 理工学研究科：吉野彰教授
11月8日 東亜日報(web) 電気自動車の「リチウムイオン電池」の寿命が切れた時は? 理工学研究科：吉野彰教授
11月9日 読売新聞 わかる決算　研究開発費　報われる?　欠かせぬ先行投資 理工学研究科：吉野彰教授

2019/12/01

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
11月9日 東京新聞（夕刊） 吉野彰さんにノーベル化学賞　電気を使った未来社会 理工学研究科：吉野彰教授
11月9日 読売新聞ほか1紙 半導体レーザー 最短波長 天野浩特別栄誉教授
11月9日 毎日新聞 あす第38回全日本女子学生剣道優勝大会 剣道部

11月9日
BIGLOBEニュース
(web)

全国で実績ゼロも社会人で成長。右腕2人が来年ドラフト候補に名乗り 卒業生：栗林良吏さん

11月10日 朝日新聞 旧陸軍兵器工場司令棟　保存へ 附属農場、卒業生：河地清さん
11月10日 中日新聞 中沢女流初段らトークショー 卒業生：中澤沙耶さん
11月10日 朝日新聞EduA 大学なんでもランキング　大規模大学で就職率NO.1 経済学部：勝浦正樹教授

11月10日 サンスポ.com(web) 加世田、Vで「千葉に元気を」　東京・新谷とアンカー対決
女子駅伝部、法学部3年：加世田梨
花さん

11月11日 サンスポ.com(web) 千葉、最多10度目V！"成田高5人娘"が牽引
女子駅伝部、法学部3年：加世田梨
花さん

11月12日 毎日新聞ほか2紙 ノーベル賞・吉野氏、首相を訪問 理工学研究科：吉野彰教授

11月12日 中日新聞（夕刊）
科学　②全固体電池　液漏れや発火の心配なし　リチウムイオン電池を
超えて

理工学研究科：吉野彰教授

11月12日 The Japan Times
Akira Yoshino, winner of Nobel for work on lithium-ion batteries, sees
tech as environmental fix

理工学研究科：吉野彰教授

11月12日 中日スポーツ
◇陸上・東日本女子駅伝(10日・福島市信夫ヶ丘競技場発着=9区間、
42.195㌔)　▽成績①千葉

女子駅伝部、法学部3年：加世田梨
花さん

11月12日 毎日新聞 女子学生剣道　県勢3校初戦敗退 剣道部

11月12日 中日新聞
◇中部日本学生軟式野球リーグ(2日・藤田医科大学)
名城大5-2藤田医科大

軟式野球部

11月12日 中日新聞
◇県大学ソフトボール選手権(9、10日・江南市蘇南公園多目的グラウン
ドほか)　南山大11-3名城大

ソフトボール部

11月12日 日経産業新聞 【革新の軌跡】触媒から演算素子まで用途 飯島澄男終身教授
11月13日 日本経済新聞 激動を味方にするリーダー像　開発・生産の循環カギ 理工学研究科：吉野彰教授

11月13日 中日新聞（岐阜）
吉野さん講演　応募殺到　ノーベル賞効果絶大　16日、小中生向け　ぎ
ふサイエンスフェス　発表後急増　定員5倍の2500人

理工学研究科：吉野彰教授

11月13日 日本経済新聞 「名古屋六大学」発足へ
11月13日 中日新聞 ◇わかしゃち国体記念ウエイトリフティング(3日・瀬戸市体育館) 附属高校
11月13日 中日新聞 ◇県高体新人体育剣道名南支部予選(2、3日・天白スポーツセンター) 附属高校

11月13日 朝日新聞EduA(web)
大学なんでもランキング　大規模大学で就職率NO.1の名城大
エアライン就職講座、講師にベテランCAも

経済学部：勝浦正樹教授、法学部4
年：中村真子さん、キャリアセン
ター：越野和子さん

11月13日 Number Web トライアウト参加人数は年々減少も、警備、保険会社人事が目立つワケ
本学出身者：森越祐人さん、卒業
生：近藤弘基さん

11月13日
時事ドットコム(web)
ほか1件

NHK経営委員会委員 人間学部：水尾衣里教授

11月14日 読売新聞ほか5紙 NHK経営委員長が退任へ 人間学部：水尾衣里教授
11月14日 産経ニュース(web) 富士山女子駅伝、12月30日号砲 女子駅伝部
11月14日 月刊陸上競技12月 名城大3連覇!!　史上3校目の快挙達成 女子駅伝部

11月14日
陸上競技マガジン12
月号

名城大の黄金時代到来 女子駅伝部

11月15日 中日新聞(夕刊) まもなく100回 将棋「職団戦」　チームで戦う楽しさ 将棋部、竹内貴浩コーチ
11月15日 静岡新聞@S(weｂ） 24チーム出走　12月、富士山女子駅伝 女子駅伝部
11月15日 東京新聞(web) 保育士の大量退職の実態 経済学部：蓑輪明子准教授

11月16日 毎日新聞
東海経済　ノーベル賞　吉野さん「愛知に期待」　サービス　ベンチャー
から育成

理工学研究科：吉野彰教授

11月16日 Yahoo!ニュース(web)
”ノーベル化学賞”名城大・吉野教授が岐阜で講演「『なぜ』という好奇心
持って、考えて」

理工学研究科：吉野彰教授

11月16日 読売新聞 アジア大会跡に商業施設や学校 都市情報学部：福島茂教授
11月16日 中日新聞 ナゴヤをつなげる30人＜第3回会合＞ ナゴヤドーム前キャンパス
11月16日 中日新聞（可茂） より良い美濃加茂へ若い発想　市議らにアイデア提案　名古屋の学生 都市情報学部
11月16日 朝日新聞 【ことばサプリ】イオン　電気帯びた原子「移動」が語源 理工学研究科：吉野彰教授

11月16日
ニフティニュース
(web)

DeNA筒香がポスティング申請"異例の早さ"に隠された狙い 外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月17日
朝日新聞（岐阜）ほ
か1紙

「好奇心持って　未来を想像して」　ノーベル賞の吉野彰さん　岐阜で講
演

理工学研究科：吉野彰教授

11月17日 中日新聞web 岐阜　子らに「好奇心持ち続けて」　ノーベル賞・吉野さん、岐阜で講演 理工学研究科：吉野彰教授

11月17日
読売新聞（2部・日曜
版）

時代の心受け継ぐ　文化勲章 理工学研究科：吉野彰教授

11月17日 中日新聞
◇東海学生卓球各部別（2日・東スポーツセンター）
男子3・4部ダブルス　③藤下公希・鎌田陸(名城大)中村祐斗・河井建志
郎(同)

卓球部、経済学部4年：藤下公希さ
ん、理工学部3年：鎌田陸さん、法
学部4年：中村祐斗さん、経営学部4
年：河井建志郎さん

11月17日 中日新聞（可茂） 美濃加茂市の新庁舎整備 都市情報学部：海道清信教授

11月17日 中京テレビ 「カッティングエッジ」世界を変える科学者たち
理工学研究科：福田敏男教授、天
野浩特別栄誉教授

11月18日
CHEMISTRY化学12
月号

特別解説　ノーベル賞を読み解く　2019年化学賞，物理学賞，生理学・
医学賞　吉野彰博士に訪れた三つの発明の瞬間　IT社会を支える「リチ
ウムイオン二次電池」

理工学研究科：吉野彰教授

11月18日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（220）　大学改革を受け継ぐ㊦ 池上彰教授
11月19日 日経産業新聞 論文減に見る企業の眼力　産学協業への知識不足？ 理工学研究科：吉野彰教授

11月19日
高校生新聞オンライ
ン(web)

「ニュース早わかり」ノーベル化学賞に吉野彰氏　リチウム電池を開発 理工学研究科：吉野彰教授
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
11月19日 中部経済新聞 県内研究者62人に助成金4千万円授与 日東学術振興財団 天野浩特別栄誉教授
11月19日 中日新聞 ◎池上彰さんの講演会 池上彰教授

11月19日 中日新聞
◇県高校新人体育ハンドボール名南予選(16日まで・名古屋市立工業
高校ほか)　【男子】▽3位決定　名城大付26-17名工

附属高校

11月19日 中日スポーツ 根尾の外野守備挑戦 卒業生：蔵本英智さん
11月20日 中日新聞ほか3紙 リチウムイオン電池　水島氏貢献に特別賞 理工学研究科：吉野彰教授
11月20日 読売新聞（大阪） 科学の魅力　親子で触れて 理工学研究科：吉野彰教授
11月20日 日本経済新聞 「名古屋六大学」の魅力発信

11月20日 読売新聞ほか1紙
ハンドボール・男子日本選手権第1日(19日・東京墨田区総合体育館ほ
か)　▽1回戦　名城大32-16エルムク

ハンドボール部

11月20日
高校生新聞オンライ
ン(web)

経済学・経営学・商学志望の高校生に人気の大学ランキング

11月20日 時事ドットコム(web)
ハンドボール男子日本選手権
琉球コラソン24-22名城大

ハンドボール部

11月20日 フジテレビ 「ノンストップ！」今年学園祭にたくさん出演した芸人特集

11月21日 日本経済新聞 中部経済特集（上）　産学連携を強化 ノーベル賞で弾み
理工学研究科：吉野彰教授、赤﨑
勇終身教授、飯島澄男終身教授

11月21日 読売新聞ほか1紙
ハンドボール・男子日本選手権第2日(20日・東京墨田区総合体育館)
▽2回戦　琉球コラソン24-22名城大

ハンドボール部

11月21日 中日新聞(尾張) 留学生目線で津島マップ
11月21日 朝日新聞(夕刊) バレー全日本大学選手権 バレーボール部

11月23日 毎日新聞 秋の宮城路　駆け抜ける　全日本実業団対抗女子駅伝
卒業生：本田絵里香さん、赤坂よも
ぎさん、野村沙世さん、髙木綾女さ
ん、青木和さん、玉城かんなさん

11月23日 タウンニュースてん 名城大3連覇！全日本大学女子駅伝 女子駅伝部
11月23日 日刊スポーツ(web) アジアWリーグ開幕　メンバー一覧 卒業生：栗林良吏さん
11月24日 中日新聞ほか1紙 荒木、英智コーチ　1軍に 中日が来季の陣容発表 卒業生：蔵本英智さん
11月25日 日経産業新聞 吉野氏「若手研究者、10年は支援を」 理工学研究科：吉野彰教授
11月25日 日経産業新聞 自分を笑う度量　眼光紙背 理工学研究科：吉野彰教授

11月25日
★クロワッサン
12/10号

「ひとつは柔軟性、もうひとつがその真逆の執着心」 理工学研究科：吉野彰教授

11月25日 中日新聞
◇中部学生スポーツ射撃新人(16、17日・県総合射撃場)　10㍍ビームラ
イフル立射60発個人②葛尾麻依(名城大)③中村優華(同)　▽同エアライ
フル同②永田万由(名城大)

ライフル射撃部、農学部1年：葛尾
麻依さん、理工学部1年：中村優華
さん、農学部1年：永田万由さん

11月25日 中日新聞
◇県高校新人体育柔道名南予選(16日・県武道館)　男子①名城大付
▽女子①名城大付

附属高校

11月25日 日本経済新聞 【池上彰の現代史を歩く】　ハンガリー動乱 池上彰教授
11月25日 日本経済新聞 日本発素材、半導体代替に　カーボンナノチューブ再び脚光 飯島澄男終身教授
11月26日 中日新聞 東京写真記者協会賞に本社2部門　スター笑撃？奇跡の瞬間 理工学研究科：吉野彰教授
11月26日 NHK 「ニュースウォッチ９」ノーベル化学賞吉野彰さん　来月の授賞式を前に 理工学研究科：吉野彰教授
11月26日 読売新聞 備えは万全か　津波㊤　沿岸部でなくても被害 理工学部：川崎浩司特任教授
11月26日 中部経済新聞 地域活性化をめざして　6校目となる協定締結
11月26日 朝日新聞 最短波長の半導体レーザー装置 天野浩特別栄誉教授

11月26日
ニフティニュース
(web)

シャークダンス、ラクダ、キャベツ…メジャーリーガーのゲン担ぎさまざま 外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月27日 テレビ朝日
「グッド！モーニング」スウェーデン大使館で祝賀会　吉野彰さんノーベ
ル賞授賞式へ意気込み

理工学研究科：吉野彰教授

11月27日 日本テレビ 「ZIP!」吉野氏"ノーベル化学賞"祝賀会 理工学研究科：吉野彰教授
11月27日 日経速報ニュース ノーベル賞吉野氏「AIなどが環境問題の武器」環境相と会談 理工学研究科：吉野彰教授
11月27日 毎日新聞ほか3紙 吉野さん受賞で大使館が祝賀会 理工学研究科：吉野彰教授
11月27日 日本経済新聞 北陸・東海の大学ブランド力
11月27日 日本経済新聞 名古屋の6大学、合同イベント
11月27日 NHK NEWS WEB 「名古屋六大学」で連携へ
11月27日 JA.com(web) ファイナリスト10組が決定　高校生ビジネスプラン・グランプリ　日本公庫 附属高校
11月28日 毎日新聞 今どきサイエンス　ノーベル賞と仁科博士 理工学研究科：吉野彰教授

11月28日 朝日新聞
新素材　AIとビッグデータで探せ　新手法マテリアルズ・インフォマティク
ス　論文を解析　実験なしで性質予測　失敗した実験結果も収集

理工学研究科：吉野彰教授

11月28日 中日新聞 通風筒 理工学研究科：吉野彰教授
11月28日 中日スポーツ 近藤が現役引退 卒業生：近藤弘基さん
11月29日 中日新聞 廃棄せずリサイクルを　ごみ処理場で発火相次ぐ　リチウムイオン電池 理工学研究科：吉野彰教授
11月29日 中日新聞 2019年のヒット番付 理工学研究科：吉野彰教授
11月29日 読売新聞 あなたが選ぶ10大ニュース 理工学研究科：吉野彰教授
11月29日 中日新聞（静岡） 編集日誌（2019・11・29） 理工学研究科：吉野彰教授
11月30日 読売新聞 秋篠宮さま記者会見の要旨 理工学研究科：吉野彰教授
11月28日 中日新聞(知多) 東海学生駅伝　1日号砲 女子駅伝部

11月29日 毎日新聞
県内入賞・入選決まる　書の甲子園
◆個人の部　＜秀作賞＞村瀬眞子(名城大附)

附属高校

11月29日 朝日新聞
池上彰の新聞ななめ読み
被爆地での演説　ローマ教皇は何を訴えた？

池上彰教授

11月29日 朝日新聞(埼玉) 池上彰さん　浦和高で講演 池上彰教授
11月29日 中日新聞(夕刊) 「学ラン」女子　全国で増加傾向 慶援團
11月30日 朝日新聞 ■NHK経営委員を承認 人間学部：水尾衣里教授
11月30日 中日新聞 東海学生対校　男女あす号砲 陸上競技部、女子駅伝部
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