2020/02/01
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。

メディアで見る名城大学（2020年1月）
日付
メディア
1月1日 中日新聞
★岡崎ホームニュー
1月1日
ス
1月1日 朝日新聞(web)
1月1日 日本経済新聞
1月1日 読売新聞（神奈川）
1月1日 読売新聞
中日スポーツ
1月3日
ほか1紙
1月3日 朝日新聞ほか1紙
1月4日 読売新聞
1月4日 毎日新聞
★中日ホームニュー
1月4日
ス
1月4日 日本経済新聞
1月4日 朝日新聞（山口）
1月4日 中日新聞(web)
日刊スポーツ(web)
1月4日
ほか1件

見出し・番組名など
ドローン10cm空中送電成功 名大・天野教授ら開発
今年の観光大使おかざき橋本さんと安藤さん
新年交礼会デビュー
ONE TEAM続くトライ サムライたち共に戦う覚悟で
社説 次世代に持続可能な国を引き継ごう
吉野さん名誉市民顕彰式 30日藤沢 特別講演も
1970年万博未来開いた 環境問題に切り札を
ノーベル化学賞 吉野彰 旭化成名誉フェロー

掲載者
天野浩特別栄誉教授
外国語学部：橋本優伽さん
本学出身者：藤井雄一郎さん
理工学研究科：吉野彰教授
理工学研究科：吉野彰教授
理工学研究科：吉野彰教授

混沌の世界どう報道 国内の動きフォローを 「外国からの目」大事に

ラグビー部、
経済学部4年：大野豪さん
理工学研究科：吉野彰教授
農学部：加藤雅士教授、
同3年：後藤美和さん
池上彰教授

名城大生が優しく指導 少年野球教室に160人参加

硬式野球部、安江均監督

社説 次代拓く人材を㊤ 産業構造の変化捉えた高等教育に
「桜」着るひな人形
新成人12人が将来への抱負 豊田・稲武で祝う会

理工学研究科：吉野彰教授
理工学研究科：吉野彰教授
外国語学部2年：澤田実穂さん

トヨタ自動車・栗林良吏は社会人NO・1投手

卒業生：栗林良吏さん

名城大4強21T145得点 地区対抗大学ラグビー
旭化成４連覇 25度目V 躍り出た「高卒たたき上げ」
「名城大」に日本酒仏へ 学生が企画ラベルにアニメ調キャラ

ラグビー部、
経済学部4年：渡邉祐吾さん
女子駅伝部、
1月5日 ヤフーニュース(web) 都道府県駅伝「入賞を」「国体につなぐ」四日市で三重県選抜の壮行式
法学部3年：加藤綾華さん
1月5日 日本テレビ
真相報道バンキシャ！ノーベル賞吉野さん生出演
理工学研究科：吉野彰教授
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(223)
1月6日 日本経済新聞
池上彰教授
違いを乗り越える㊤自らの経験で異文化理解
関西経済 ビジネス潮流 電池革命を制す 「リチウム」の次 日本勢共闘
1月7日 読売新聞（大阪）
理工学研究科：吉野彰教授
全固体電池 研究・開発進む
1月5日 中日スポーツ

名城大11トライ大勝 全国地区対抗大学ラグビー準決勝

1月6日 サンスポ.com(web)

東学大が3度目の優勝 全国地対抗大学大会

1月6日 静岡新聞＠S(web)

静岡テニスT 男子複は田中・大塚組 女子は佐々木・柿沢組V3

1月6日 CBCテレビ

中部財界人新春サロン

1月7日 中部経済新聞
1月7日 毎日新聞
中日スポーツほか2
紙
1月8日 読売新聞（大阪）
1月9日 中部経済新聞
1月10日 中日新聞(web)
1月7日

1月10日

ライブドアニュース
(web)

ラグビー部
硬式庭球部、
理工学部4年：山田修司さん
理工学研究科2年：四位茉祐果さん
ほか

【研究現場発】ユーザとシームレスにつながる分散協調システム
理工学部：関山浩介教授
人とロボットが直感的に
【教えて池上さん！】旬なトピック 読解力どう上げる 高校生の低下が深
池上彰教授
刻長い文章読むことで意味を誤らなくなる
ラグビー部、中村司監督、
名城大5年ぶりVならず
経済学部4年：吉田佑輔さん
科学受賞者の研究 身近に 大阪・西区 山中さんらの言葉展示
理工学研究科：吉野彰教授
養豚場向け消臭剤開発 EI名城大から技術指導 除草剤にも活用可能 薬学部：髙谷芳明准教授
カメ研究でエッセー最優秀賞 佐屋高・石井さん「甲羅の肥料化」題材
ユニークな受験生応援企画、名鉄電車の音には集中力アップなどの効
果がある!?電車音で作られた受験生応援ミュージック「Rail Yell/Relaxing 都市情報学部：西野隆典教授
Rhythm for Study」公開

ヤフーニュース(web)
【20年ドラフト候補】社会人はトヨタ自動車・栗林がNo・1候補
ほか1件
1月11日 中部経済新聞
EI、豚の排せつ物向け消臭剤開発
東京新聞(静岡)
1月11日
ノーベル賞・吉野さんが講演 富士で3月3日 20日から受講者募集
ほか3紙

1月10日

1月11日 京都新聞(web)

V争い、京都・東京・兵庫が軸か 全国女子駅伝12日号砲

1月12日 中日スポーツ

全国都道府県対抗女子駅伝きょう号砲

1月12日 読売新聞
1月12日 読売新聞(愛媛)

展望2020 科学と社会 どう歩む
電池の進化 やさしく解説

1月12日 中日新聞(web)

きょう号砲 全国都道府県対抗女子駅伝 県勢 初メダルへの闘志

1月12日 ヤフーニュース(web) 高浜成人式 懐かしの味 中学給食 再現メニュー並ぶ
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卒業生：栗林良吏さん
理工学研究科：吉野彰教授
女子駅伝部、
法学部3年：加世田梨花さん
女子駅伝部、米田勝朗監督、理工
学部2年：和田有菜さん、外国語学
部1年：小林成美さん、人間学部1
年：山本有真さん、法学部3年：加藤
綾華さん
理工学研究科：吉野彰教授
理工学研究科：吉野彰教授
女子駅伝部、理工学部2年：和田有
菜さん、外国語学部1年：小林成美
さん
都市情報学部2年：山下駿平さん

メディアで見る名城大学（2020年1月）
日付

メディア

掲載者
女子駅伝部、
法学部3年：加藤綾華さん
女子駅伝部、法学部3年：加世田梨
花さん、同1年：荒井優奈さん、外国
1月12日 ヤフーニュース(web) 1区は高速展開、9区に五輪目指す選手集結 オーダー分析
語学部1年：小林成美さん、同2年：
髙松智美ムセンビさん、理工学部2
年：和田有菜さん
【全国女子駅伝】「小出義雄さんは構えに良い報告を」千葉チーム、度重 女子駅伝部、
1月12日 京都新聞(web)
なる苦難越える好走誓う
法学部3年：加世田梨花さん
1月13日 中日新聞
県チーム悔しい20位 都道府県女子駅伝11年連続入賞ならず
女子駅伝部、米田勝朗監督
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(224)違いを乗り越える㊥
1月13日 日本経済新聞
池上彰教授
若者世界動かす力に
1月13日 中日新聞
発達障害 生きづらさ除きたい 苦しんだ体験告白 森本さんに特別賞 附属高校
1月13日 読売新聞
社説 成人の日 挑戦する気持ちを忘れずに
理工学研究科：吉野彰教授
1月13日 中日新聞(web)
追う 県議会定数 続く対立 議論 歩み寄りなるか
都市情報学部：昇秀樹教授
1月13日 中日新聞(web)
成人式 地元で大人へ一歩
農学部2年：本田陸斗さん
女子駅伝部、理工学部2年：和田有
信毎WEB(web)
1月13日
長野はメダル肉薄の4位 都道府県対抗女子駅伝
菜さん、外国語学部1年：小林成美
ほか2件
さん
◇県高校新人体育ハンドボール(12月26日・ドルフィンズアリーナほか)
1月14日 中日新聞
附属高校
【男子】▽1回戦 名城大付32-15岡崎工
2019全国日本女子大学女子選抜駅伝富士山女子駅伝
1月14日 月刊陸上競技2月号
女子駅伝部
女王・名城大が連覇！2年連続駅伝2冠
1月15日 読売新聞
脱「ベンチャー不毛の地」産官学タッグで支援
天野浩特別栄誉教授
◇県新春新人卓球（11日、12日・千種スポーツセンター）＝1位のみ
1月15日 中日新聞
附属高校
【男子シングルス】Aブロック
1月15日 中日新聞
中京大中京高・高橋竜1位指名候補 トヨタ自動車・栗林スカウト会議
卒業生：栗林良吏さん
「労働力不足」テーマに授業 名城大付属
1月15日 中日新聞
附属高校
社会のつながり意識 情報を分析議論深める
卒業生：栗林良吏さん、同：山内壮
1月15日 中日スポーツ
今秋ドラフトも地元金の卵竜狙う 中京大中京高橋宏トヨタ自動車栗林
馬さん
1月15日 メ～テレ
「徹子の部屋」 ノーベル化学賞吉野彰さん
理工学研究科：吉野彰教授
1月16日 中日新聞
電車走る音♪受験生に安らぎ 名鉄応援動画制作
都市情報学部：西野隆典教授
理工学研究科：吉野彰教授、
1月16日 日本経済新聞
吉野氏 ノーベル賞受賞記念座談会 企業研究は社会の力に
池上彰教授
1月16日 朝日新聞(京都)
吉野彰さんに府特別栄誉賞 「京都で受賞 ありがたい」
理工学研究科：吉野彰教授
1月17日 中日新聞
健康セミナー参加者募集
ナゴヤドーム前キャンパス
ナゴヤをつなげる30人<第4回会合>チームを分散し意見交換
1月18日 中日新聞
ナゴヤドーム前キャンパス
「お堀で防災」論点整理
1月18日 朝日新聞ほか4紙
環境研究 吉野氏センター長
理工学研究科：吉野彰教授
日米安保条約訳60年 戦争に出されるだから反対
1月19日 中日新聞
法学部：矢嶋光准教授
名大元学生リーダー回顧 変わる意識肯定派7割
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(225)違いを乗り越える㊦
1月20日 日本経済新聞
池上彰教授
世界の変化捉える視点を
科技計画問われる実行性 5期は目標達成困難６期検討開始
赤﨑勇終身教授、
1月20日 日本経済新聞
「政府投資不足」の指摘も 科学技術基本法初改正へイノベーション創
天野浩特別栄誉教授
出重視
1月20日 中日新聞(web)
155人一斉に揮ごう 常滑 園児から高校生の大会
附属高校
ゲノム熱狂 第2部広がる遺伝子検査④ 社員情報「ビジネスに」
1月21日 毎日新聞
法学部：柳澤武教授
数十万規模県新記録とリンク 結果で差別懸念も
1月21日 中日新聞
「プロボノ」など働き方を考える 中部経産局シンポ
ナゴヤドーム前キャンパス
1月21日 中日新聞
◇県高校総体スキー(13日まで・岐阜県ほおの木平スキー場ほか)
附属高校
1月21日 読売新聞ほか3紙
安倍首相の施政方針演説 4成長戦略（イノベーション）
理工学研究科：吉野彰教授
1月21日 朝日新聞(山口)
お気に入りどれ？ 下関・かかしコン
理工学研究科：吉野彰教授
2019年
ふじさわびと
ふじさわびと インタビュー 吉野彰さん
理工学研究科：吉野彰教授
冬号
中日新聞(なごや東)
1月21日
両陛下や吉野さん登場 日進の人形店 変わり羽子板を展示
理工学研究科：吉野彰教授
ほか1紙
1月21日 ヤフーニュース(web) 寒いけどレースはアツい！富士山女子駅伝の取材に行ってきました！ 女子駅伝部
ニフティニュース
1月21日
トップ自ら謝罪 アストロズのオーナーが示した危機管理能力の高さ
外国語学部：鈴木裕輔准教授
(web)
理系大学院の意義は 博士、ビジネス感覚を
1月22日 日本経済新聞
天野浩特別栄誉教授
修士2年で就職、一般的に 博士課程の改革不可欠
1月22日 毎日新聞
ソ連を恐れたユダヤ難民に 命のビザ80年
都市情報学部：稲葉千晴教授
総合学術研究科：
1月22日 ヤフーニュース(web) 瀬戸内海のイカナゴ減少、「栄養塩」不足が主因 科学的に裏付け
中田喜三郎特任教授
1月22日 CBCテレビ
「東大王」2019年の出来事
理工学研究科：吉野彰教授
★信濃毎日新聞
1月23日
名城大の力南木曽に活用 町と大学が連携協定結ぶ
小原章裕学長
ほか2紙
1月23日 朝日新聞(福島)
ノーベル化学賞 吉野さんが講演 郡山で特許庁セミナー
理工学研究科：吉野彰教授
1月23日 中日新聞(web)
まちづくりへ連携 南木曽町 名城大と協定
小原章裕学長
知多の醸造文化世界に 名城大学附属高佐藤さん
1月23日 中日新聞(web)
附属高校
25日の観光甲子園決勝に出場「地元最大限アピール」
1月24日 読売新聞ほか1紙
名城大 立花理事長再任
立花貞司理事長
1月24日 日本経済新聞
「リベラルアーツ教育を」 本社大学シンポ
池上彰教授
1月12日 中日新聞(web)

見出し・番組名など

県勢「力出し切り次につなげる」 都道府県対抗女子駅伝 開会式
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メディアで見る名城大学（2020年1月）
日付
メディア
1月24日 中日新聞
1月24日 中日新聞(web)
1月24日 中日新聞
1月26日 毎日新聞
1月26日 読売新聞ほか5紙
1月26日 毎日新聞
1月26日 東海ラジオ
読売新聞（西部）
1月26日
ほか1紙
日経速報ニュース
1月27日
(web)
1月27日 日本経済新聞
1月27日 中日新聞
1月28日 中部経済新聞
1月28日 中部経済新聞
日本経済新聞(大阪)
1月29日
ほか2紙
1月30日 読売新聞
1月30日 ★中日新聞（浜松）
1月30日 中日新聞
日本経済新聞(北関
1月30日
東)ほか3紙
1月30日 朝日新聞(神奈川)
中日新聞(夕刊)
1月30日
ほか4紙
1月30日 ニフティニュース
1月30日 サンケイビズ（web）
1月31日 朝日新聞
1月31日 読売新聞（大阪）
1月31日 読売新聞(夕刊)

見出し・番組名など
日本の仕事知って 留学生向け交流会 名大で中部経済同友会
園児も警察官姿で防犯と安全を願う 北名古屋で大会
備えよ事業「大承継時代」 名古屋で地域経済活性化シンポ 高校生に
よる創業プラン 環境左右されない養鶏運営 発達障害児アプリで支援
一気にわかる！池上彰の世界情勢2020 米中のはざまでどう生きるか
中村哲さんの遺志継ぐ お別れ会5000人悼む
◇第39回日本刻字展入賞者
「SUNDAY SPORTS JAM」
中部から東京へ！はばたけニッポンのアスリート
中村さんの遺志つなぐ 追悼の列会場外にも
日機装、空気清浄機に参入 深紫外線LEDを活用
【池上彰の現代史を歩く】 台湾の歩みと総統選
◇県高校新人体育柔道女子団体・男子個別（25日・県武道館）
【男子】▽66㌔ ③梅屋丞生(名城大付)
中経手帖
大学生が食文化を発信 日本酒をフランスで販売
環境対策 技術革新を 吉野さん、母校・北野高で講演

掲載者
人間学部2年：大塚梨聖さん
附属高校
池上彰教授
卒業生：バシール・モハバットさん
附属高校
女子駅伝部
卒業生：バシール・モハバットさん
赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授
池上彰教授
附属高校
飯島澄男終身教授
卒業生、校友会会長：山田弥一さん
理工学研究科：吉野彰教授

県勢 上位狙う 曽根選手ら
附属高校
自然素材で豚ふん招集 不要な竹や茶有効活用 EIが「堆肥」技術開発 薬学部：髙谷芳明准教授
時代を生き抜く名言 まぁ、何とかなるわね
理工学研究科：吉野彰教授
理事長「各国と研究加速」低炭素研設立 産総研が記念シンポ

理工学研究科：吉野彰教授

リポートかながわ リチウムイオン電池 ごみ出しダメ

理工学研究科：吉野彰教授

吉野氏、藤沢名誉市民に

理工学研究科：吉野彰教授

EU離脱後のイギリス、枠組み交渉はどうなる 池上彰氏が解説
【視点】ふるさと納税公訴控訴判決 地方自治の方針みえず
池上彰の新聞ななめ読み
「桜を見る会」の深部へ 足で稼ぐこれぞ記者だ
泉佐野市全面敗訴 ふるさと納税除外「返礼法を免脱」大阪高裁
吉野さん「栄誉教授」の誇り
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