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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（2018年8月）
日付
メディア
8月1日 中部経済新聞
朝日新聞デジタル
8月1日
(web)
8月1日 産経ニュース(web)

見出し・番組名など
【中経論壇】西日本豪雨の被害拡大 「異常気象の時代」への認識を

掲載者
卒業生、校友会会長：山田弥一さん

3日から愛知県吹奏楽コンクール

附属高校

千葉大「飛び入学」導入20年 多くの研究者輩出、着実に成果
【教えて池上さん！】旬なトピック 関税とは何だろう 自分の国の産業を
8月2日 毎日新聞
守るための税金「世界恐慌」原因にも
2018全国高校総体 県勢 意気揚々 総合開会式 旗手は名城大付の
8月2日 中日新聞
ウエートリフティング部、坂本拓夢さん(三年）
8月2日 中日新聞（夕刊）
関西発 京大 吉田寮の攻防 退去要求に学生反発
朝日新聞デジタル
ダンスドリル選手権、龍谷大付平安高が団体総合Ｖで閉幕 【ジャズ・
8月2日
(web)
ラージ編成】②名城大付高ダンス部(愛知)
2018全国高校総体 ◇陸上(三重交通Gスポーツの杜伊勢) 【男子】 ▽
8月3日 中日新聞ほか2紙
走り幅跳び予選「2組」③中野裕仁(名城大付)7㍍32＝決勝進出
8月4日 読売新聞
高校総体2018 自己新で３位「楽しかった」走り幅跳び・中野
8月4日 読売新聞
高校総体2018 「両親笑顔に」ジャーク奮闘 重量挙げ・坂本
高校総体2018 ◇陸上 ▽男子走り幅跳び決勝 ③中野(名城大付) 7
8月4日 読売新聞
㍍63＝追い風参考 ◇重量挙げ ▽53㌔級スナッチ ⑧加藤（名城大
付）81㌔ ▽62㌔級ジャーク ④坂本（名城大付）123㌔
2018全国高校総体 ◇陸上 ▽走り幅跳び決勝 ③中野裕仁(名城大
8月4日 中日新聞
付)7㍍63＝追い風参考
男子走り幅跳び・中野選手 県記録更新期待の逸材
8月4日 中日新聞(可茂版)
美濃加茂の新庁舎整備地 来年2月にも答申 まちづくり委が初会議
全国高校総体 3日 ◇陸上 【男子】走り幅跳び決勝 ③中野（名城大
8月4日 朝日新聞
付）7㍍63＝追い風参考 ◇重量挙げ ▽53㌔級スナッチ ⑧加藤（名城
大付）81㌔
8月4日 中日スポーツ
走り幅跳び3位 名城大付・中野
東海インターハイ第3日 陸上【男子】 ▽走り幅跳び決勝 ③中野（愛
8月4日 四国ニュース(web)
知・名城大付）7㍍63＝追い風参考
8月4日 日経トレンディ(雑誌) 主要100大学 5指標で見る 教育・研究力ランキング
全国高校総体 4日 ◇重量挙げ ▽62㌔級ジャーク ④坂本（名城大
8月5日 朝日新聞
付）123㌔
高校総体 5日 ◇重量挙げ（亀山市西野公園体育館） ▽77㌔級ス
ナッチ ▽77㌔級ジャーク ▽77㌔級トータル
4日の成績▽69㌔級スナッチ ▽69㌔級ジャーク ▽69㌔級トータル
8月6日 中日新聞
3日の成績 ◇重量挙げ（亀山市西野公園体育館） ▽53㌔級スナッチ
▽53㌔級ジャーク ▽53㌔級トータル ▽62㌔級スナッチ ▽62㌔級
ジャーク ▽62㌔級トータル
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(181) 戦争の記憶 風化の恐れ
8月6日 日本経済新聞
犠牲者思い、歴史を知る
8月7日 毎日新聞ほか2紙
◇体操 【男子】 ▽つり輪 ①山本泰己（愛知・名城大付）14.600点
2018全国高校総体 ◇レスリング(津市産業SC) ▽男子51㌔級1回戦
5日の成績 ◇体操(静岡県草薙総合運動場体育館) ▽男子団体総合
8月7日 中日新聞
予選 ⑪名城大付（山本、青木、水谷、山下）230.150点＝決勝進出 ▽
同個人総合予選
全国高校総体 6日 ◇重量挙げ ▽94㌔級トータル ⑧木下（名城大
8月7日 朝日新聞
付）246㌔（スナッチ109、ジャーク137） ▽94㌔級ジャーク ⑦木下（名城
大付）137㌔
【研究現場発】 鳥の翼を工学的に実現する 変形可能な「モーフィング
8月7日 中部経済新聞
翼」
8月7日 中日スポーツ(web) 【ドラニュース】近藤結婚 7月30日婚姻届
8月9日 読売新聞
EVで構内移動 実証実験 名大・天野教授ら 効率的な稼働法探る
8月9日 東海テレビ
過信は禁物 自動ブレーキの事故
2018全国高校総体 ◇重量挙げ（亀山市西野公園体育館) ▽94㌔級
スナッチ ⑨木下裕介（名城大付）109㌔ ▽94㌔級ジャーク ⑦木下裕
介（名城大付）137㌔ ▽94㌔級トータル ⑧木下裕介（名城大付）246㌔
（スナッチ109、ジャーク137） ◇体操（静岡県草薙総合運動場体育館)
8月10日 中日新聞
▽男子団体総合 ⑪名城大付（山本、青木、水谷、山下）229.950点 ▽
同個人総合 ▽同種目別床運動 ▽同種目別あん馬 ▽同種目別つり
輪 ①山本泰己（名城大付）14.600点 ▽同種目別跳馬 ⑧水谷王持
（名城大付）12.450点 ▽同種目別平行棒 ▽同種目別鉄棒
【トップ登板】ソトー社長 上田康彦氏 新たな発想で事業領域拡大 生
8月10日 中部経済新聞
産性向上へ 意識改革推進
zakzak by夕刊フジ
【親も知らない今どき入試】大規模大学の実就職率ランク、トップは名城
8月10日
（web)
大 大手難関大は「就職率より就職先」
8月11日 中日新聞
つり輪に特化 日本一 名城大付・山本選手 2位に大差
8月12日 毎日新聞ほか1紙
◇秋季高校野球地区大会（11日）<名古屋地区>
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池上彰教授
附属高校
赤﨑勇終身教授
附属高校
附属高校
附属高校
附属高校
附属高校
附属高校
都市情報学部：海道清信教授
附属高校
附属高校
附属高校
附属高校

附属高校

池上彰教授
附属高校
附属高校

附属高校
理工学部：仙場淳彦准教授
卒業生：近藤弘基さん
天野浩特別栄誉教授
理工学部：相馬仁教授

附属高校

卒業生：上田康彦さん

附属高校
附属高校

メディアで見る名城大学（2018年8月）
日付

メディア

8月12日 中日新聞
8月14日
8月14日
8月15日
8月15日
8月15日

中日新聞
中日新聞
中日新聞
中日新聞
西日本新聞(web）
建設通信新聞
8月16日
DIGITAL(web)
8月16日 日本経済新聞(web)
8月17日 中日新聞
8月20日 日本経済新聞
8月21日 中日新聞
ニュースイッチ日刊
8月21日
工業新聞(web)

見出し・番組名など
【マナビバ】高校 スタッフが聞く！ ジャーナリスト 池上彰さん 身近な
疑問が社会を変える 「おかしい」と思える力を
◇県高校バレー選手権（7、8日・緑スポーツセンターほか）【男子】１回戦
◇県高校野球選手権名古屋地区１次予選（12、13日・享栄高ほか）
晴嵐館全国教育書道展入賞者 ▽準大賞 石川朋佳(名城大付高)
戦後73年<平成最後の夏> ケシの花母国憂う
博多演劇史芝居小屋の目で 大博劇場経営故武田さんの草稿を本に
候補地選定し2月答申/美濃加茂市庁舎建替え
長野・木曽地域振興局、中京の学生に就業体験。
◇県高校野球選手権名古屋地区１次予選（16日・大同大大同高ほか）
【池上彰の現代史を歩く】香港の歴史と人 自由求め移住、繁栄築く
「一国二制度」の自治揺らぐ
【薬のはなし】 目薬の違い知ってますか？
パワー半導体、豊田合成は"縦型GaN"に活路

掲載者
池上彰教授
附属高校
附属高校
附属高校
外国語学部：岩井眞實教授
都市情報学部：海道清信教授
附属高校
池上彰教授
卒業生：宮嶋貴美さん
赤﨑勇終身教授

国士舘大16点快勝！川内大地が今季初弾 準硬式 関東学院大9-4名
準硬式野球部
城大
【準硬式野球】関東学院大が8強入り
スポーツ報知(web)ほ
8月22日
◆第70回全日本大学準硬式野球選手権大会2回戦 関東学院大9-4名 準硬式野球部
か1件
城大（21日・天竜球場)
8月23日 中日新聞
全国教育書道展 力作1000点を展示 名古屋市博物館
附属高校
将棋部、都市情報学部4年：中澤沙
8月24日 中日新聞
藤井七段VS里見女流四冠
耶さん
企業・大学 自由研究お助け 万華鏡作り、難民問題、科学実験…テーマ
8月24日 日本経済新聞(夕刊)
農学部：村野宏達准教授
多彩 知名度・イメージ向上狙う
8月24日 労働新聞社(web)
名城大と講座の覚書を調印 愛知県社労士会
経営学部：田中武憲教授
8月25日 中日新聞
名城大の新理事長 立花氏が本社来訪
立花貞司理事長
8月25日 読売新聞
大学ブランド酒 隆盛 コメ・酵母 市場調査…事業と教育 相乗効果
農学部：加藤雅士教授
8月25日 中部経済新聞
立花名城大理事長が来訪
立花貞司理事長
タウンニュースてん
8月25日
夏休みこども自由研究 名城大学
農学部、赤﨑勇終身教授
ぱく
卒業生：八田幹也さん、
8月26日 中日新聞
石川・小松で合宿50年 名城大水上競技部 記念式典、飛躍誓う
水上競技部、経営学部3年：齊藤巧
さん
8月26日 中日新聞
【ニュース池上塾】(55) 急いだように見えるIR法 米政権利する印象強く 池上彰教授
8月26日 中日新聞ほか2紙
【大学野球】愛知秋季リーグ 来月1日に開幕
硬式野球部
卒業生：八田幹也さん、
8月26日 中日新聞（web）
小松で合宿 鍛えた泳ぎ 名城大水上競技部５０年
水上競技部、経営学部3年：齊藤巧
さん
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(182) 東工大「いい質問」をする会
8月27日 日本経済新聞
池上彰教授
㊤ 「あり得ない」は存在しない
◇中部電力名古屋市民スポーツ祭柔道高校(23日・日本ガイシスポーツ
8月27日 中日新聞
附属高校
プラザ第3競技場) 男子団体①名城大付
8月28日 中日新聞
【薬のはなし】 塗り薬の量 部位で調整
卒業生：宮嶋貴美さん
8月28日 中部経済新聞
来月5日名城大で「名古屋応援会議」
ナゴヤドーム前キャンパス
体育会ゴルフ部、都市情報学部4
8月29日 中日スポーツ
愛知県学生ゴルフ 男子 青山 女子 酒井が優勝
年：林健太さん
8月29日 中日スポーツ
高校ラグビー愛知組み合わせ 中部大春日丘が中心
附属高校
全国高校ラグビー県大会 49チーム花園目指し熱戦 来月8日開幕組み
8月29日 毎日新聞
附属高校
合わせ決定
8月29日 中部経済新聞
【中経論壇】若者よ 世界へ羽ばたけ グローバルエンジニア研修 in
卒業生、校友会会長：山田弥一さん
8月30日 朝日新聞
愛知大学野球 来月1日開幕 秋季リーグ戦
硬式野球部
【教えて池上さん！】9月の注目ニュース 1日は防災の日。水害が発生
8月30日 毎日新聞
池上彰教授
した今夏、災害への備えを改めて考えましょう
★ヤフーニュース
8月30日
事務職員の養成課程 大学に新設
卒業生：風岡治さん
（web）
外国語学部：西尾由里教授、
8月31日 中日新聞
絵本で英語の魅力 児童に読み聞かせ 東区で名城大生
外国語学部3年：服部梨香子さん
8月31日 中日新聞(東濃)
木造建築の学び生かす 中津川・加子母「木匠塾」が閉校式
理工学部4年：原田佳苗さん
8月21日 日刊スポーツ(web)
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