
メディアで見る名城大学（2018年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
7月1日 朝日新聞 9校のチアが球児にエール 附属高校
7月1日 毎日新聞 組み合わせ決定　高校軟式野球　16日に開会式 附属高校

7月2日 中日新聞
◇サッカー　東海学生リーグ（6月30日・豊田スタジアム芝生広場ほか）
岐阜経大2-1名城大

蹴球部

7月2日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（178）経済学を楽しむ㊦　現代史
の視点を大切に

池上彰教授

7月2日 中日新聞
名古屋城内　「学生会館」の青春　1949～73年二の丸に　元寮生が名大
に文書寄贈

7月2日 朝日新聞 保育士働く環境悪化も　園児定員減　1人当たりの負担増 経済学部：蓑輪明子准教授
7月3日 中日新聞 【薬のはなし】　災害用の備蓄どうする？ 卒業生：鈴木弘子さん

7月3日
中日新聞（なごや東
版）

本好き向けの本棚　名城大が制作　日進で披露　紀伊国屋書店と協力 理工学部：谷田真准教授

7月3日 中部経済新聞
【研究現場発】　モジュールとボトムアップの設計指向　IoT技術の物理
層としてのロボット

理工学部：池本有助准教授

7月3日
中日新聞（福井）
（web）

福井市議、報告書10人同じ内容　政活費で県外団体視察 都市情報学部：昇秀樹教授

7月4日 朝日新聞（夕刊） 女流棋士のまちへ 一手 一宮 将棋愛好家ら めざせプロ催し・指導
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん、都市情報学部4年：中澤沙耶

7月4日 中部経済新聞 【中経論壇】大阪北部地震　またもや教訓生かされず 卒業生、校友会会長：山田弥一さん

7月5日 読売新聞
【東海教育】　名城大学 吉久光一学長　文理融合 互いを理解　日本代
表するリーダー養成

吉久光一学長

7月5日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック　18歳から大人になるの？　民法の成
人年齢が「20歳」から改正され4年後適用されます

池上彰教授

7月6日 毎日新聞
【開かれた新聞委員会2018】　具体性なき非核化、拉致「解決」　森友・
家計　幕引き許すな　問題の核心突き止めて　不適切表現　知識の欠

池上彰教授

7月8日 中日新聞 ◇サッカー　東海学生リーグ（7日・名経大ほか）　名経大2-0名城大 蹴球部

7月8日
スポニチアネックス
（web）

高校野球7月8日の試合結果　【西愛知】　▽1回戦　名城大附属4-0江南 附属高校

7月10日 中日新聞 【薬のはなし】納豆でも「食べ合わせ」 卒業生：鈴木弘子さん

7月10日 朝日新聞ほか4紙
第1000回全国高校野球選手権記念大会　ホームラン2打席連発　名城
大付・黒木 優成君

附属高校

7月10日 中日新聞（岐阜）
◇県陸上競技選手権大会（6月23日～7月1日・岐阜メモリアルセンター
長良川競技場)　【男子】　▽三段跳び　①西田彪人(名城大・愛知)

陸上競技部、人間学部3年：西田彪
人さん

7月10日 ヤフーニュース（web）
東園大が8発快勝、名古屋内定組らが怒涛のゴールラッシュ！静産大
は2失点から逆転成功：第10節

蹴球部

7月10日 ヤフーニュース（web） 本戦がスタート、女子ダブルス１回戦が終了[東海学生テニス]
硬式庭球部、理工学部3年：山田修
司さん、理工学部3年：伊藤万理笑
さん、理工学部1年：木下夏芽さん

7月11日 朝日新聞ほか1紙 名大キャンパスで超小型ＥＶ発進　自動運転など研究　実証実験始まる 天野浩特別栄誉教授
7月11日 メ～テレ 「UP！」夏本番　打ち水で涼を取る季節に…
7月11日 CBCテレビ 「イッポウ」ことしも暑い　涼を求めて
7月11日 CBCテレビ 「JNNニュース」“打ち水”で暑さを和らげる

7月11日
中日新聞Web静岡
（web）

「市民会館は再建せず」島田氏の検討委 都市情報学部：海道清信教授

7月11日
産経ニュース（web）
ほか2件

【陸上】高松智美ムセンビは7位、U20世界選手権
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

7月12日 中日新聞 高校総体 県選手団893人㊤　あす結成式　【陸上競技】【体操】 附属高校

7月12日
日刊スポーツ（web）
ほか2件

橋岡優輝、田中希実が優勝　陸上U20世界選手権
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

7月13日 中日新聞ほか2紙 名城大新理事長に立花氏 立花貞司理事長
7月13日 朝日新聞 ■第63回全国高等学校軟式野球選手権愛知大会　軟式も16日開幕 附属高校

7月13日 東京新聞 陸上　女子3000メートル
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

7月14日 中日新聞 高校総体県選手団㊥　【レスリング】【ウエートリフティング】 附属高校

7月14日 読売新聞
【輪禍を防げ 脱ワースト】　高齢ドライバーの今　認知検査いつも予約待
ち　全国最多12万人教習所に殺到

理工学部：中野倫明教授

7月14日
タウンニュースてん
ぱく

「農」の安全ってなに？　行政と消費者、それぞれの立場から講演 農学部2年：武田規孝さん

7月15日 中日スポーツ ◇東海学生サッカーリーグ(14日・愛院大ほか)　学泉大1-0名城大 蹴球部

7月15日
エキサイトニュース
（web）ほか1件

【全国高校野球選手権記念西愛知大会2回戦】名城大学附属が東郷に
勝利

附属高校

7月16日 中日新聞 ノーベル賞候補　吉野教授が講演　名城大校友会60周年 吉野彰教授

7月16日 日本経済新聞
【池上彰の現代史を歩く】ベルリンの壁崩壊　自由への扉開けた「偶然」
冷戦と分断 終結の象徴に

池上彰教授

7月16日 中日新聞ほか4紙 高校野球　西大会　熱田球場　名城大付が九回逆転 附属高校

7月16日 東京新聞
こちら特報部　公務員の兼業・副業　浸透は…（下）　自治体職員は及び
腰　知見の生かし方　不透明　「やってみなはれ」で規制改革を

都市情報学部：昇秀樹教授

2018/08/01

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（2018年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月16日
スポニチアネックス
（web）ほか1件

【高校野球・7月16日の試合結果】　【西愛知】　▽3回戦　名城大付16-1
清林館

附属高校

7月17日 中日新聞ほか4紙 高校野球地方大会　西愛知　▽3回戦　名城大付が16得点 附属高校

7月17日 中日新聞
陸上　◇愛知陸上競技選手権(14、15日・パロマ瑞穂スタジアム)　【男
子】　▽走り幅跳び

附属高校

7月17日 中日新聞
◇中部電力名古屋市民スポーツ祭ウエイトリフティング（14、15日・愛知
工業大学名電高校）　【高校女子】　▽53キロ　【高校男子】　▽53キロ
▽62キロ　▽69キロ　▽77キロ　▽85キロ

附属高校

7月17日 化学工業日報 名城大学　ナノ材料研究の拠点新設
飯島澄男終身教授、理工学部：丸
山隆浩教授、赤﨑勇終身教授、理
工学研究科：吉野彰教授

7月18日 中日新聞 知事の一日　名城大学校友会創立60周年記念式典に出席
7月18日 CBCテレビ 「イッポウ」“危険な暑さ”各地で記録更新（打ち水大作戦）
7月18日 CBCテレビ 「JNNニュース」東海地方　危険な暑さに警戒（打ち水大作戦）
7月18日 日刊スポーツ（web） 関東理系は日大がトップ　アメフト問題前の志願調査

7月18日
ITメディアビジネスオ
ンライン（web）

「高校3年生が志願したい大学」を徹底分析　人気の明暗が分かれるワ
ケは？

7月19日 読売新聞ほか1紙 春日井市と名城大　連携拡大　協定締結　全学部と防災などで協力 吉久光一学長
7月19日 読売新聞 「大学の実力」調査結果　多様性育む
7月19日 中部経済新聞 東海は名城大が2年連続の首位　リクルート、高3志願調査
7月21日 中日新聞(西三河版) カメや肉食魚…外来13種紹介　きょうから　碧南海浜水族館で特別展

7月21日
スポニチアネックス
(web)

第100回全国高校野球選手権大会　【西愛知】　▽4回戦　愛知11-0名城
大付

附属高校

7月22日 日本経済新聞 【My Story】　光差す方へ　努力の結晶
天野浩特別栄誉教授、赤﨑勇終身
教授

7月22日 朝日新聞ほか4紙
第100回全国高校野球選手権記念東・西愛知大会　磨いた制球力無念
のエース　名城大付・服部蒼汰君

附属高校

7月22日 中日新聞 【ニュース池上塾】(54)　女性議員は増えるか　「クオータ制」で進出促す 池上彰教授
7月22日 中日新聞(岐阜) 白球賛歌　兄超えたい　投打に大奮闘　大垣商・富田蓮投手 経営学部1年：富田至温さん

7月23日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(179)　学び続ける意味㊤　「知らな
い」に気づくため

池上彰教授

7月24日 中日新聞 【薬のはなし】　「一包化」「OD錠」試して 卒業生：鈴木弘子さん

7月24日 エコノミスト(雑誌)
私立大の定員超過抑制
補助金依存度上位50

7月25日 中日新聞ほか１紙 名大に半導体拠点　完成　窒素ガリウム使い高性能化 天野浩特別栄誉教授
7月25日 中日新聞 中日・岩瀬がエール　西尾東OB 附属高校
7月26日 中日新聞ほか１紙 アジア大会で地域活性化　県の有識者会議　4分野を柱、骨子案 都市情報学部：昇秀樹教授

7月26日
日経速報ニュース
(web)

アジア大会で地域活性化を　愛知県が有識者会議 都市情報学部：昇秀樹教授

7月26日 毎日新聞
【教えて池上さん！】8月の注目ニュース　15日は終戦記念日　いまの両
陛下が出席されるのは今年が最後でしょう

池上彰教授

7月26日 毎日新聞ほか1紙
◇第63回全国高校軟式野球選手権県大会（25日・津島市営野球場な
ど）　▽Bゾーン1回戦

附属高校

7月26日 日刊工業新聞(web)
社説／名大、窒素ガリウム研究加速、産学共創の研究拠点での成果に
期待

赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

7月26日 時事ドットコム(web)
【名古屋市主催】イノベーター育成・ビジネス創出プログラム"NAGOYA
BOOST 10000"が始動

ナゴヤドーム前キャンパス

7月27日 毎日新聞ほか1紙
◇第63回全国高校軟式野球選手権県大会(26日・熱田愛知時計120スタ
ジアムなど）　▽Bゾーン準決勝

附属高校

7月27日 中日新聞(可茂版) ヤギ「除草隊」のふんで堆肥作り　加茂農林高生 農学部：林義明准教授
7月28日 中日新聞 名大農学部などと東海農政局が連携

7月28日 毎日新聞ほか1紙
◇第63回全国高校軟式野球選手権県大会(27日・熱田愛知時計120スタ
ジアム)　▽Bゾーン決勝

附属高校

7月28日
タウンニュースてん
ぱく

キャンパスに爽やかな風を呼ぶ打ち水大作戦 in 名城
礒前秀二副学長、農学部3年：平山
さららさん

7月28日
タウンニュースてん
ぱく

女子駅伝部・米田勝朗監督が講演　記録更新と2冠目指す
女子駅伝部監督、法学部：米田勝
朗教授、卒業生：日比野基さん

7月30日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(180)　学び続ける意味㊦　世の役
に立つ「財産」築く

池上彰教授

7月30日 日本経済新聞 「池上彰のマンガでわかる経済学<2>ニュースがわかる」販売中 池上彰教授

7月30日 中日新聞

◇全国高校軟式野球選手権県予選(27日まで・津島市営球場ほか)　◇
国体ウエイトリフティング女子県選考(29日・愛工大名電高校)　▽58㌔
◇県高校陸上名古屋南北支部学年別(24、25日・パロマ瑞穂スタジアム
ほか)　【男子】　▽1年三段跳び　【女子】　▽1年100㍍　▽1年400㍍リ
レー　▽1年走り幅跳び

附属高校

7月30日 ニコニコニュース AERAムック『就職力で選ぶ大学2019』、7月30日発売
7月30日 AERA(雑誌) 【7/30号】就職力で選ぶ大学2019
7月31日 読売新聞 【データ】名城大　受験生に人気　地元志向鮮明
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