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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9月）
日付

メディア

9月1日 中日新聞
9月2日 テレビ愛知
9月2日 日本経済新聞
9月3日 朝日新聞
9月3日 中日新聞ほか1紙
9月3日 中日新聞
9月3日 中日新聞
9月3日 日本経済新聞
日経速報ニュース
9月3日
(web)
9月3日 琉球新報(web)
9月4日 中日新聞
9月4日 朝日新聞
9月4日 朝日新聞
9月4日 中日スポーツ
9月4日 中日スポーツ
9月4日 中部経済新聞
9月4日 中部経済新聞
9月4日 中日新聞
9月5日 中日新聞
9月5日 朝日新聞
9月6日 中日新聞
9月6日 中日新聞
9月6日 毎日新聞
9月6日 朝日新聞（夕刊）

見出し・番組名など
愛知大学野球秋季リーグ きょう開幕 頂点へ 加熱する戦い
「追跡LIVE！SPORTSウォッチャー」元プロ野球選手の転身 高校野球
の監督で甲子園に！
まち集約の自治体9割で 浸水想定域に住宅誘導 防災着手、計画の
再点検を
志願したい大学 理系に異変 リクルート調査
◇ハンドボール 東海学生リーグ(1日・大同大ほか)
▽男子 名城大27-19朝日大
◇ハンドボール 東海学生リーグ(2日・大同大ほか)
▽男子 名城大25-20愛教大
◇弓道 東海学生リーグ(2日・名工大ほか)
▽男子 名工大 棄権 名城大
◇県私学祭体育柔道(1日・県武道館)
▽高校男子団体 ③名城大付A ▽同女子 ③名城大付A、名城大付B
▽同女子個人 ③成田ひかる(名城大付)
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(183) 東工大「いい質問」をする会
㊦ 自らの想像力を働かせよう

ハンドボール部
弓道部
附属高校
池上彰教授
ナゴヤドーム前キャンパス
卒業生：宮城秋夫さん
理工学部：藤井幸泰准教授

プロ棋士と児童ら対局 名古屋の小学校訪問授業
◇準硬式野球 東海地区大学リーグ(5日・パロマ瑞穂)
名城大5-4名商大
【教えて池上さん！】旬なトピック サマータイム必要か？ 東京五輪に
向け計画。残業が増えるど反対意見もあります。
大橋四段が優勝 中澤女流初段も 将棋・YAMADA杯

「まるっと」 ドラフト上位候補 名城大 栗林投手
陸上 女子砲丸投げで郡がV2、2冠 ■日本学生対校
【女子】▽1500㍍ ①髙松智美ムセンビ(名城大)4分25秒50
永田、10秒34で初優勝 男子100、多田は3位－学生陸上
女子5000㍍①髙松智美ムセンビ(名城大)16分6秒83

BIGLOBEニュース
(web)ほか2件
★信濃毎日新聞（折
9月8日
「ドングリ食」継承へ 地域おこし協力隊員×大学で共同研究
込新聞）
陸上 日本学生対校選手権 8日 男子100永田初Ｖ
9月9日 朝日新聞ほか3紙
【女子】▽5000㍍ ①髙松智美ムセンビ(名城大)16分6秒83
愛知大学野球 プロ注目・名城大 栗林 前ドラ・山内コーチ直伝フォー
9月9日 中日スポーツ
クで今秋初白星 延長10回投げ切った
大学野球 ■愛知秋季Ｌ 中京大、名城大、愛院大が先勝
9月9日 中日新聞ほか3紙
▽パロマ瑞穂(名城大１勝)名城大2-1愛大
◇東海学生ハンドボールリーグ(8日・大同大ほか)
9月9日 中日スポーツ
▽男子 名城大32-19南山大(名城大3勝)

9月8日

都市情報学部：福島茂副学長

名古屋市、新産業のアイデア競う「ハッカソン」開催

河北新報(web)ほか1
陸上、加世田が女子1万㍍制す 日本学生対校選手権第1日
件
9月6日 東海テレビ
「ニュースOne」独自”爆薬”製造大学生実験映像入手 専門家は？
陸上 日本学生対校選手権 加世田が初V 女子1万㍍
9月7日 朝日新聞ほか2紙
【女子】1万㍍ ①加世田梨花(名城大) 33分29秒20

9月8日 中日新聞ほか1紙

教職課程修了：若林弘泰さん

南城市議会議員選挙立候補者
名古屋の大幸財団 学術研究助成11件
就活長期化？戸惑い 指針廃止へ「学業に支障も」 人材争奪 企業に
一石
外国人働き手であり隣人 「不可欠」定住促進 市に抗議 揺れる世論
しわ寄せは子に
◇東海学生アメリカンフットボールリーグ(2日・四日市ドーム)
名城大41-14愛大
◇東海学生弓道リーグ(2日・名工大ほか)
▽男子 名工大 棄権 名城大
8日から名城大で起業家イベント
【研究現場発】 身の回りの光を利用した環境浄化技術の開発 光触媒
の高性能化と応用技術
◇アメリカンフットボール 東海学生リーグ(2日・四日市ドーム)
名城大41-14愛大
アラカルト ◇名城大校友会市民公開講座
「待機児童ゼロ」首相「今度こそ、終止符を打つ」 看板は掲げる 人は
いない

9月6日

9月7日 NHK

掲載者
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん
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キャリアセンター：犬飼斉事務部長
法学部：近藤敦教授
アメリカンフットボール部
弓道部
MU GARDEN TERRACE
理工学部：大脇健史教授
アメリカンフットボール部
法学部：柳勝司教授
経済学部：箕輪明子准教授
将棋部、都市情報学部4年：中澤沙
耶さん
準硬式野球部
池上彰教授
将棋部、都市情報学部4年：中澤沙
耶さん
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん
理工学部：永田央教授
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん
農学研究科1年：小池優以子
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん
硬式野球部
ハンドボール部

メディアで見る名城大学（2018年9月）
日付
メディア
9月9日 中日新聞ほか1件
9月9日 中日新聞

9月12日 読売新聞ほか1紙

見出し・番組名など
創業アイデア競う 東区 企業、学生ら「ハッカソン」
店や住宅の防犯診断 大学生有志らが体験 瑞穂署周辺を巡回
女子100 福大の久保山Ｖ
女子5000㍍①髙松智美ムセンビ(名城大)16分6秒83
学生フォーミュラ2018、前例のない事態の中で阪大が優勝、海外の大学
が健闘 名城大学は総合6位入賞。
大学野球 ■愛知秋季Ｌ 中京大勝ち点2
▽パロマ瑞穂(名城大2勝) 名城大5-2愛大
◇ライフル射撃 中部学生選手権最終日(10日・愛知県総合射撃場)
【男子】▽スモールボアライフル伏射(60発) ①天保諒人(名城大)592.5
点
◇ハンドボール 東海学生リーグ(8日・大同大ほか)
▽男子 名城大32-19南山大(名城大3勝)
◇ハンドボール 東海学生リーグ(9日・大同大ほか)
▽男子 名城大26-19中京大(名城大4勝)
こちら特報部 「日本人らしさ」背負わさないで「日本勢初」に違和感なぜ
（下） 「自分らのルーツ誇れるように」
準硬式野球 東海地区大学リーグ(11日・パロマ瑞穂)
名城大16-4愛大
司法試験合格 最少1525人 18人減 予備試験組は最多

9月12日 日本経済新聞(web)

名大と名城大が包括連携 共同研究を強化

9月13日 中日新聞ほか1紙

名大と名城大 協定 研究分野で連携協力

9月13日 朝日新聞ほか1紙

新聞週間記念の集い 来月17日
◇準硬式野球 東海地区大学リーグ(12日・パロマ瑞穂)
準硬式野球部
愛大4-0名城大
築100年 京大寮どうする 大学側 耐震に問題「退去を」×自治会 価値
赤崎勇終身教授
認めて「補修を」
◇東海大学バドミントン選手権最終日入れ替え戦(13日・名古屋市守山
SC）
バドミントン部
▽男子 名城大3-1愛大（名城大2部2位、1部昇格）
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
ルーキー・髙松 20年ぶり1500m＆5000m2冠 名城大コンビが女子中長
智美ムセンビさん、法学部2年：加世
距離を座巻
田梨花さん
千畝の功績伝承 顕彰施設に期待 イスラエル臨時代理大使 パネル展
都市情報学部：稲葉千晴教授
前に語る
陸上競技 活躍を報告 武豊町長に 在住の3選手
附属高校
【先端人】 発酵・醸造の魅力 世界へ
農学部：加藤雅士教授
名城大 栗林15奪三振
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
▽豊田（名城大１勝） 名城大8-2愛院大
吏さん
名城、中部大が先勝(16日・豊田市運動公園）
硬式野球部
▽1回戦 名城大8-2愛院大
【池上彰の現代史を歩く】ベトナム戦争 冷戦で分断、深い傷痕 「正義」
池上彰教授
の現実 暴いたメディア
名城大が勝ち点2
硬式野球部
▽豊田（名城大2勝） 名城大9-5愛院大
◇バレーボール 東海大学リーグ（16日・愛院大ほか）
バレーボール部
▽男子 名城大3-1愛大
◇ラグビー 東海学生リーグ（16日・中京大ほか）
ラグビー部
愛院大42-40名城大
◇アメリカンフットボール 東海学生リーグ(16日・三重県東員町スポーツ
公園陸上競技場)
アメリカンフットボール部
名城大58-0名工大
◇弓道 東海学生リーグ(16日・名工大ほか)
弓道部
▽男子 名城大107-94中部大
◇県秋季ウエイトリフティング(9日・愛工大名電高校)
【高校女子】53㌔①人見那桜(名城大付) 【高校男子】53㌔②関谷颯大
(名城大付)▽62㌔ ①加藤晴紀(同)②大矢浩平(同)③後藤柊平(同)▽
69㌔ ①坂本拓夢(同)②中凜太郎(同)▽85㌔ ①原渉太(名城大付)▽ 附属高校
94㌔ ①木下裕介(同)
◇全国高校ラグビー県予選(15日・豊田工業高校ほか)
名南工10-0名城大付
◇東海学生サッカーリーグ(15日・名商大ほか)
蹴球部
東海学園大12-1名城大
◇全国高校ラグビー愛知県大会第2日(15日豊明高ほか)
附属高校
▽2回戦 名南工10-0名城大付
ナゴヤドーム前キャンパス事務室：
自転車の安全 キャンパスから 大学が講習、学生の保険確認
濵松暢生さん
【薬のはなし】吸入薬の特徴と注意点
卒業生：宮嶋貴美さん
【日本鋼橋模型製作コンペ】総合部門1位は熊本高専! 架設部門は東京
理工学部社会基盤デザイン工学科
都市大
「おはよう日本」今年のノーベル賞受賞は？
飯島澄男終身教授
準硬式野球 東海地区大学リーグ(19日・パロマ瑞穂)
準硬式野球部
名城大9-3愛院大

9月9日 佐賀新聞LiVE(web)
9月10日 MONOist
9月11日 中日新聞ほか4紙
9月11日 中日新聞

9月11日 中日新聞ほか1紙
9月11日 東京新聞
9月12日 中日新聞

9月13日 中日新聞
9月13日 朝日新聞（大阪）
9月14日 中日スポーツ
9月14日 月刊 陸上競技
9月15日 中日新聞
9月15日 中日新聞(知多)
9月16日 朝日新聞
9月17日 中日新聞
9月17日

中日スポーツほか3
紙

9月17日 日本経済新聞
9月18日 中日新聞ほか3紙
9月18日 中日新聞ほか1紙
9月18日 中日新聞ほか1紙
9月18日 中日新聞
9月18日 中日新聞ほか1紙

9月18日 中日新聞ほか1紙

9月18日 中日スポーツ
9月18日 中日スポーツ
9月18日 朝日新聞
9月18日 中日新聞
9月18日 建設通信新聞(web)
9月20日 ＮＨＫ
9月20日 中日新聞
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掲載者
ナゴヤドーム前キャンパス
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん
自動車技術研究会
硬式野球部
ライフル射撃部、法学部4年：天保
諒人さん
ハンドボール部
法学部：近藤敦教授
準硬式野球部
吉久光一学長、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授
吉久光一学長、赤﨑勇終身教授、
天野浩特別栄誉教授
天野浩特別栄誉教授

メディアで見る名城大学（2018年9月）
日付
メディア
見出し・番組名など
9月21日 朝日新聞(夕刊)
高校ダンス東海勢躍動
9月21日 高校生新聞(web)
東海の高校3年生に人気の大学ランキング 進学ブランド力調査2018
日刊スポーツ(web)ほ
9月21日
立命館・辰己、近大・小寺ら6人がプロ志望届提出
か1件
9月22日 中日新聞(夕刊)

目指してみる？おしゃれ王位 藤井七段効果 女性誌に将棋特集

9月22日 中日スポーツ

◆プロ志望届

9月23日
9月23日
9月23日
9月23日
9月23日
9月23日
9月24日
9月24日
9月24日
9月24日
9月24日
9月25日
9月25日

9月25日
9月25日
9月25日
9月25日

9月25日

9月25日
9月25日
9月26日
9月26日
9月26日
9月26日
9月26日

硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん
将棋部、都市情報学部4年：中澤沙
耶さん
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

福井国体 県選手団名簿㊤
【陸上】▽少年男子 中野裕仁(名城大付属高) 【体操競技】▽少年男子
附属高校
監督 西村隼(名城大付高) ▽少年男子 山本泰己、青木快斗、原田倫
吏、山下竜輝、保田健太(名城大付高)
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
毎日新聞
平成のノーベル賞ラッシュ 独創的発想常連に
教授
◇愛知大学野球(22日・名城大日進総合)
朝日新聞ほか4紙
硬式野球部
▽1回戦 東学大4-3名城大
中日新聞
【ニュース池上塾】(56)障害者雇用水増し問題 省庁、未達成分「罰金」 池上彰教授
【サイエンスOpinion】ノーベル賞「崇拝」曲り角 「新しい価値」評価に遅 赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
読売新聞
れ 日本の研究 弱る足腰
教授
◇東海大学バレーボールリーグ(22日・愛院大ほか)
中日スポーツ
バレーボール部
▽男子 名城大3-0大同大
◇東海学生サッカーリーグ(22日・名経大ほか)
中日スポーツ
蹴球部
名商大2-1名城大
◇東海学生ハンドボールリーグ(22日・大同大ほか)
中日スポーツ
ハンドボール部
▽男子 名城大34-19岐阜聖徳大
大学野球 愛知秋季L
中日新聞ほか4紙
硬式野球部
名城大2-1東海学園大
読売新聞
中京大 杜の都へ 女子駅伝選考会
女子駅伝部
コミバス育てて 民間譲渡めざす 新路線・コース変更▶採算性・利便性
朝日新聞(三重版)
理工学部：松本幸正教授
向上 運行経費の8割公費に頼る
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(184) 読書会の感想 「生きがい」
日本経済新聞
池上彰教授
について考える
ニュースイッチ日刊
理工学研究科：吉野彰教授、飯島
ノーベル賞、日本人の有力候補と業績まるっと紹介
工業新聞(web)
澄男終身教授
◇サッカー 東海学生リーグ(22日・名経大ほか)
中日新聞
蹴球部
名商大2-1名城大
◇ハンドボール 東海学生リーグ(22日・大同大)
名城大34-19岐阜聖徳大
中日新聞
ハンドボール部
◇ハンドボール 東海学生リーグ(23日・中京大)
名城大27-17岐阜大
◇バレーボール 東海大学リーグ(22日・愛院大ほか)
▽男子 名城大3-0大同大
中日新聞
バレーボール部
◇バレーボール 東海大学リーグ(23日・愛院大ほか)
▽男子 名城大3-0朝日大
◇岐阜陸協強化記録会(22日・岐阜メモリアルセンター長良川競技場)
中日新聞(岐阜)
陸上競技部
▽400㍍リレー ①名城大・愛知(曽我・楠見・伊藤・高瀬)
中日スポーツほか4 愛知大学野球(24日・春日井市民) 延長10回サヨナラ 名城大勝ち点3に
硬式野球部
紙
▽3回戦 名城大2-1東海学園大
◇県高校新人陸上名北・名南予選(16日まで・パロマ瑞穂スタジアム)
【女子】 ▽400㍍障害 ①前田あすか(名城大付) ▽400㍍リレー ①名
中日新聞
附属高校
城大付(川端祐奈・斎藤みゆに・野原めぐみ・西川ひより) ▽走り幅跳び
①伊串彩夢(名城大付) ▽総合 ③名城大付 ▽トラック ②名城大付
◇東海学生卓球秋季リーグ(22日・一宮市総合体育館)
【男子】 ▽3部 南山大4-3名城大 愛院大4-1名城大 【女子】 ▽2部
愛院大4-3名城大 名城大4-3岐阜大
中日新聞
◇東海学生卓球秋季リーグ(23日・一宮市総合体育館)
卓球部
【男子】 ▽3部 名城大4-3愛教大 名院大4-2名城大 【女子】 ▽2部
名城大4-1日福大 名城大4-0名工大 【最終順位】 ▽男子3部 ⑥名
城大 ▽女子2部 ②名城大
◇県剣道段別選手権(17日・露橋スポーツセンター)
中日新聞
附属高校
▽初段 ③三島誠士朗(名城大付)
【どう見るこの相場】生理学・医学賞、化学賞など受賞者発表が相次ぐ
財経新聞(web)
飯島澄男終身教授
ノーベル賞関連株をまず先取り
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
読売新聞
赤崎記念展示室が来場1万人で式典
教授
福井国体 県選手団名簿㊥
中日新聞
【ウエイトリフティング】 ▽少年男子選手 坂本拓夢、木下裕介(名城大 附属高校
付高)
産学官で地方創生推進 LEDで植物栽培 イノシシ肉の活用 氷見市・
★富山新聞ほか2紙
農学部、池上彰教授
名城大・企業 連携協を設立
北國新聞(web)ほか1
氷見市・名城大・企業が連携協設立 地方創生推進
農学部、池上彰教授
件
ヤフーニュース(web) 世界大学ランキング 中国・清華大が初のアジア首位、東大42位、京大
ほか1件
65位、大学の「数」で勝負する日本

9月22日 中日新聞
9月22日

掲載者
附属高校
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メディアで見る名城大学（2018年9月）
日付

メディア

9月26日 Sportiva(web)

見出し・番組名など
広島1強を止めるセのドラフト戦略。中日は根尾を捕手で獲得すべき!?

掲載者
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

【教えて池上さん！】10月の注目ニュース ノーベル賞受賞の発表は1日
池上彰教授
から。関心の高い平和賞は誰になるか注目です。
赤﨑勇終身教授、理工学研究科：
9月27日 朝日新聞
ノーベル賞 今年は誰に 来月1日から発表 日本勢の受賞は
吉野彰教授、飯島澄男終身教授
9月27日 ヤフーニュース(web) "無名"からはい上がった中日・浅尾拓也の変わらぬスマイル
卒業生：清水昭信さん
池上彰の新聞ななめ読み 安倍首相の自民総裁３選 政治部長はどう
9月28日 朝日新聞
池上彰教授
見た？
9月29日 中日スポーツ
28日・ナゴヤドーム 中日4-3阪神
本学出身者：森越祐人さん
理工学研究科：吉野彰教授、飯島
9月30日 中日新聞
ノーベル街道 実りの季節 あすから発表 今年も候補
澄男終身教授
9月30日 中日新聞
【あの頃】 古典が最先端開拓の糧に 若者は失敗恐れず、とんがって 理工学研究科：吉野彰教授
9月30日 中日新聞(別紙)
メリット多く容認強まる
法学部：近藤敦学部長
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
9月30日 中日新聞(長野)
福井国体 熱戦開幕 県勢が行進
菜さん
◇サッカー・東海学生リーグ(29日・磐田市竜洋スポーツ公園サッカー場
9月30日 中日スポーツ
ほか)
蹴球部
四日市大4-1名城大
◇バレーボール・東海大学リーグ（29日・愛院大ほか)
9月30日 中日スポーツ
バレーボール部
▽男子 名城大3-0愛産大
◇ハンドボール・東海学生リーグ(29日・静岡県草薙総合運動場体育館)
9月30日 中日スポーツ
ハンドボール部
▽男子 中部大23-22名城大
9月27日 毎日新聞
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