
メディアで見る名城大学（2018年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月1日 中日新聞
◇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
ほか)　四日市大4-1名城大

蹴球部

10月1日 中日新聞

◇バレーボール 東海大学リーグ(29日・愛院大ほか)
▽男子　名城大3-0愛産大
◇バレーボール 東海大学リーグ(30日・愛院大)
▽男子　愛院大3-1名城大

バレーボール部

10月1日 中日新聞
◇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)
▽男子　中部大23-22名城大

ハンドボール部

10月1日 中日新聞

◇県高校新人体育体操支部予選(9月29日・日本ガイシスポーツプラザ
第2競技場)
【名古屋南】男子団体　①名城大付
▽男子個人　①水谷王持(名城大付)②若原慧人(同)③相馬仁人(同)

附属高校

10月1日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(185)　就活節目　学生に送る言葉
自ら切り開く人生を

池上彰教授

10月1日 中日スポーツ 愛知体操少年男子予選2班の3位　福井国体 附属高校

10月2日
日本経済新聞ほか2
紙

歴代の日本人ノーベル賞(自然化学系)受賞者と業績
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

10月2日 中日新聞 本誌が号外発行（本庶佑さんのノーベル医学生理学賞受賞 ） 4年：清水玲奈さん

10月2日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック　返還のチャンスは今安倍首相の決断
に注目が集まります

池上彰教授

10月2日 産経新聞 ハッスルリーダー　住む人の気持ち　第一に設計 卒業生：加藤常孝さん

10月2日 中部経済新聞
【研究現場発】物質動態の研究を通して　人類と環境 持続的な共存は
土壌から

農学部：村野宏達准教授

10月2日 ゲキサカ(web) 東海学生リーグ(29日・第14節)　四日市大4-1名城大 蹴球部

10月2日 CBCテレビ 「イッポウ」　ノーベル物理学賞発表
飯島澄男終身教授、理工学研究
科：吉野彰教授

10月2日 ＮＨＫ 「まるっと」　ノーベル物理学賞　まもなく発表　日本人受賞なるか
飯島澄男終身教授、理工学研究
科：吉野彰教授

10月3日 朝日新聞 コミュニティーバス育ててから民間譲渡　路線堅持へ自治体模索 理工学部：松本幸正教授
10月3日 中日新聞(岐阜) ぎふ経済　来春入行の57人　行員意識高める　十六銀で内定式 法学部4年：長谷川滉さん
10月3日 中日新聞(びわこ) 情報ちゅ～ぶ☆杉原千畝の顕彰シンポ ナゴヤドーム前キャンパス
10月3日 朝日新聞(夕刊) 京大ゆかりのノーベル賞10人に 流行追わず「おもろい」追究 赤﨑勇終身教授
10月4日 中日新聞 愛知大学野球秋季リーグ勝敗表　①名城大 硬式野球部

10月4日 AERAdot.(web) ノーベル賞に圧倒的に強さを見せる大学は!?受賞者出身校ランキング!
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

10月5日 中日新聞(夕刊)
千畝が救った神学生たち　11日の名城大シンポに寄せて　ユダヤの精
神的礎守る

都市情報学部：稲葉千晴教授

10月5日 中日新聞(web) たらい舟の練習、熱心に　大垣で船頭務める学生ら 法学部1年：渡辺遼さん

10月6日 中日新聞ほか2紙
福井国体　走り幅跳び2位中野選手悔しさ　少年男子、記録伸びず
▽走り幅跳び決勝　②中野裕仁(名城大付高)7㍍62＝追い風参考

附属高校

10月6日 中日新聞(長野)
福井国体　◇陸上　【成年女子】
▽5000㍍決勝　和田有菜(名城大)＝欠場

女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

10月6日
SHIKOKU
NEWS(web)

福井しあわせ元気国体　第7日
▽走り幅跳び決勝　②中野(愛知・名城大付高)7㍍62＝追い風参考

附属高校

10月6日 中日新聞(web) ボウリング少年女子団体で3連覇　福井国体 附属高校
10月7日 中日新聞ほか3紙 名城大逆転負け ■愛知秋季L　中部大5-1名城大 硬式野球部

10月7日
SHIKOKU
NEWS(web)

福井しあわせ元気国体　第8日／重量挙げ
▽少年男子62キロ級スナッチ　①坂本拓夢(愛知・名城大付高)105㌔
▽少年男子62キロ級ジャーク　②坂本(愛知・名城大付高)126㌔
▽少年男子62キロ級トータル　②坂本(愛知・名城大付高)231㌔

附属高校

10月7日 朝日新聞(大阪) ▼5日　◇陸上【成年女子】5000㍍決勝②高松(名城大)15分35秒47
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

10月8日 読売新聞ほか3紙

福井国体　7日　◇重量挙げ
▽少年男子94㌔級ジャーク　⑧木下(名城大付高)135㌔
6日の記録　◇重量挙げ
▽少年男子62㌔級スナッチ　①坂本拓夢(名城大付高)105㌔
▽少年男子62㌔級ジャーク　②坂本(名城大付高)126㌔
▽少年男子62㌔級トータル　②坂本(名城大付高)231㌔

附属高校

10月8日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(186)　動乱の1968年　叫んだ「変
革」何だったのか

池上彰教授

10月8日 中日新聞(長野)
福井国体　◇陸上　【成年女子】
▽1500㍍決勝　⑦和田有菜(名城大)　4分21秒34

女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

10月8日
中日スポーツほか4
紙

愛知大学野球　(7日・豊田市運動公園)
名城大7失点完敗　中京大とV決戦へ　中部大7-2名城大

硬式野球部

10月8日
SHIKOKU
NEWS(web)

福井しあわせ元気国体　第9日／陸上　【成年女子】
▽1500㍍決勝　②高松(大阪・名城大)4分16秒88

女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

10月9日 ゲキサカ(web) 東海学生リーグ(6日・第15節)　中京大3-0名城大 蹴球部

2018/11/01

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10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
10月10日 日本経済新聞 就活、多様化に期待　中部の企業　経団連の新指針で　大学、困惑も キャリアセンター：犬飼斉事務部長
10月10日 中日新聞 外交官・杉原千畝を顕彰　あす名城大で国際シンポ ナゴヤドーム前キャンパス

10月10日 中日新聞

福井国体　◇体操(福井県産業振興施設)
▽少年男子団体総合　⑫愛知(山下、山本、青木、原田、保田)298.950
点
◇重量挙げ
▽少年男子94㌔級スナッチ　⑨木下裕介(名城大付高)107㌔
▽同94㌔級ジャーク　⑧木下裕介(名城大付高)135㌔

附属高校

10月10日 中日新聞ほか１紙
◇ラグビー　東海学生リーグ（7日・中京大ほか）
名城大66-17日福大

ラグビー部

10月10日 中日新聞ほか１紙
◇弓道　東海学生リーグ(7日・中部大ほか)
静岡大124-103名城大

弓道部

10月10日 中日新聞ほか１紙
◇ハンドボール　東海学生リーグ最終日(7日・中部大)
▽男子　名城大20-18愛大
▽同最終順位　②名城大8勝1敗

ハンドボール部

10月10日 教育学術新聞 「華名城」　カーネーション酵母の日本酒　名城大学 農学部

10月11日 毎日新聞
杉原千畝の功績検証　名古屋できょう国際シンポ　国内外研究家 側面
にもスポット

都市情報学部：稲葉千晴教授

10月11日 中日スポーツ
◇東海学生ハンドボールリーグ(6日・中部大ほか)
▽男子　名城大25-13大同大

ハンドボール部

10月11日 中日新聞 「二重国籍禁止は違憲」 法学部：近藤敦学部長

10月11日 中日新聞
リチウムイオン電池と社会　ブレークスルー　近づくエネルギー革命　電
気自動車を蓄電池に

理工学研究科：吉野彰教授

10月11日 中日スポーツ
◇中部日本学生軟式野球リーグ(７日・藤田保健衛生大)
名城大9-4三重大

軟式野球部

10月12日 日本経済新聞
経済教室　北海道地震の教訓㊥　供給網の復旧、現場主導で　災害へ
過度な備え非効率

卒業生：中山健一郎さん

10月12日
YOMIURI
ONLINE(web)

博多の演劇史、熱気伝える本「大博劇場」経営者ノートもとに出版 外国語学部：岩井眞實教授

10月13日 中日新聞(岐阜) 羽鳥市新庁舎　台形に　建設委決定　工費や床面積を勘案 都市情報学部：大野栄治教授

10月13日
タウンニュースてん
ぱく

目指すは連覇と二冠、区間新記録！
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん、法学部：米田勝朗監督

10月13日 日本経済新聞 平成の30年　科学技術大国 衰える研究基盤
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

10月13日 中日スポーツ きょうからV決戦　首位・中京大　2位・名城大
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん、学務センター：安江均監督

10月13日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(12日・パロマ瑞穂)
名城大9-1中部大

準硬式野球部

10月14日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(13日・中京大)
中京大6-4名城大

準硬式野球部

10月14日
中日スポーツほか4
紙

名城大Ｖ王手　栗林 気迫5イニング救援
名城大5-2中京大

硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん、法学部4年：宮津聖矢さん、
学務センター：安江均監督

10月15日 朝日新聞ほか4紙
名城　25季ぶり優勝　なめ続けた辛酸 声を震わす監督
名城大3-1中京大

硬式野球部、学務センター：安江均
監督、人間学部4年：栗林良吏さん

10月15日 中日スポーツ
◇東海学生アメリカンフットボールリーグ(13日・名城大)
名城大87-0南山大

アメリカンフットボール部

10月15日 中日スポーツ
◇東海学生サッカーリーグ(13日・名経大ほか)
常葉大2-0名城大

蹴球部

10月15日
中日スポーツほか1
紙

◇バレーボール・東海大学リーグ(14日・愛院大ほか)
▽男子　岐阜経大3-1名城大
▽同最終順位　④名城大4勝3敗

バレーボール部

10月15日 中日新聞
◇中部日本学生軟式野球リーグ(7日・藤田保健衛生大学)
名城大9-4三重大

軟式野球部

10月15日 中日新聞
準硬式野球　東海地区大学リーグ(14日・中京大)
中京大4-1名城大

準硬式野球部

10月15日 中日新聞

◇名古屋地区陸上選手権記録会(6、7日・パロマ瑞穂スタジアムほか)
【女子】
▽記録会100㍍障害　①斎藤みゆに(名城大付高)
▽選手権棒高跳び　①伊串彩夢(名城大付高)
▽記録会やり投げ　①村瀬波香(名城大付高)

附属高校

10月15日 日本経済新聞
【池上彰の現代史を歩く】　悲劇の王国カンボジア　内戦や虐殺 傷痕深
く　再建支える日本と強い絆

池上彰教授

10月15日 ゲキサカ(web) 東海学生リーグ(13,14日・第16節)　常葉大2-0名城大 蹴球部

10月16日
中日スポーツほか1
紙

愛知大学野球　東海学園大が3位
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

10月16日 朝日新聞ほか1紙
◇愛知大学野球
▽最終成績　①名城大　勝ち点4　(8勝3敗)

硬式野球部

10月16日 中日新聞ほか1紙
◇ラグビー　東海学生リーグ(14日・岐阜長良川球技場ほか)
中部大43-38名城大

ラグビー部

10月16日 毎日新聞 新聞週間　多様性示し敏感に指摘を 池上彰教授
10月16日 岐阜新聞(web) 岐阜経大が男子初優勝　東海大学男女Lバレー バレーボール部
10月17日 毎日新聞ほか2紙 米電気電子学会会長に福田氏内定 20年就任 名城大教授、アジア人初 理工学部：福田敏男教授

10月18日 中日スポーツ
ドラフトを待つ10.25③栗林良吏（名城大）　フォーク直伝!!元竜戦士山内
コーチに恩返し

硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん、卒業生：山内壮馬さん
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メディアで見る名城大学（2018年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月18日 中日新聞ほか2紙 名大の天野教授 研究人生を回顧 新聞週間記念の集い
天野浩特別栄誉教授、赤﨑勇終身
教授

10月18日 読売新聞 「瀬戸の誇り」 地元も沸く
将棋部、都市情報学部4年：中澤沙
耶さん

10月19日 中日新聞
◇県学生柔道新人優勝(8日・県武道館)
7人制　②名城大

柔道部

10月19日 中日新聞
準硬式野球　東海地区大学リーグ(18日・パロマ瑞穂)
最終順位　④名城大

準硬式野球部

10月19日 中日スポーツ プロ志望届を提出した中部地区の主な大学生
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

10月21日 読売新聞 東海の風　失敗や偶然の産物 飯島澄男終身教授
10月22日 中日新聞 3連盟王座決定戦 代表校が出そろう 硬式野球部

10月22日
中日スポーツほか1
紙

◇東海地区大学ソフトボールリーグ(21日・名古屋市船見緑地公園グラ
ウンド)
▽入れ替え戦　岐阜聖徳大10-2名城大(2部2位)

ソフトボール部

10月22日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生サッカーリーグ(20日・名経大ほか)
静岡産大3-0名城大

蹴球部

10月22日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生ラグビーリーグ(21日・岐阜長良川球技場ほか)
名城大27-26中京大

ラグビー部

10月22日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生アメリカンフットボールリーグ(21日・名院大)
名城大54-14中京大

アメリカンフットボール部

10月22日 中日新聞ほか1紙

◇中部日本学生軟式野球リーグ(13日・藤田医科大学)
名古屋外大6-3名城大
◇中部日本学生軟式野球リーグ(21日・藤田医科大学)
愛院大3-1名城大

軟式野球部

10月22日 中日新聞ほか1紙
◇弓道 東海学生リーグ(20日・静岡大ほか)
▽男子　名城大112-106岐阜大

弓道部

10月22日 中日新聞

◇県高校新人柔道尾張・名古屋・知多地区体重別選手権(20日・県武道
館)
【男子】60㌔　①畑田幸輝(名城大付)②横田光史(同)
▽66㌔　②加藤大哉(名城大付)
▽73㌔　①松岡主税(名城大付)
▽81㌔　③内藤夕揮(名城大付)
【女子】48キロ　③水野有菜(名城大付)
▽52㌔　③吉沢冴奈美(名城大付)

附属高校

10月22日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(187)　大学の入試選抜基準　米、
異なる平等性の視点

池上彰教授

10月22日 日本経済新聞(夕) 二重国籍、日本に「89万人」　欧米容認、国・企業に利点 法学部：近藤敦学部長
10月22日 岐阜新聞(web) 中部院大が2位代表　東海大学野球秋季選手権 硬式野球部
10月23日 中日新聞 銀行改善策　学生が提案 経済学部
10月23日 日経産業新聞 ワールドロボットサミット　「ロボの未来」議論白熱 理工学部

10月23日 中日スポーツ
◇中部日本学生軟式野球リーグ（21日・藤田保健衛生大）
愛院大3-1名城大

軟式野球部

10月23日
高校野球ドットコム
(web)ほか1件

ドラフト1位となる3人は？上位候補となる投手は？
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

10月24日 中部経済新聞
名城大建築学科に奨学寄付金40万円　アールプランナーと百五銀行が
寄付型私募債で

理工学部：加鳥裕明学部長

10月24日 中日スポーツ 池上氏とトークで「国会傍聴楽しみ」 池上彰教授
10月24日 ゲキサカ(web) 東海学生リーグ(20日・第17節)　静岡産業大3-0名城大 蹴球部

10月25日 読売新聞
第36回全日本大学女子駅伝対校選手権大会10月28日(日)12時10分ス
タート

女子駅伝部

10月25日 中日スポーツ ドラフト主な大学生候補
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

10月25日
スポーツナビ(web)ほ
か2件

2018年ドラフト会議の指名漏れした選手たち
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

10月26日 中日新聞ほか1紙 名城大・光部MVP　愛知秋季L表彰選手
硬式野球部、法学部4年：光部皓稀
さん、人間学部4年：栗林良吏さん

10月26日 朝日新聞 池上彰の新聞ななめ読み　INF全廃条約 米が破棄表明 池上彰教授

10月27日 読売新聞
全日本大学女子駅伝 あす号砲 名城大 連覇に自信　強力2新人 チー
ムに刺激

女子駅伝部、法学部：米田勝朗監
督、法学部2年：加世田梨花さん、
人間学部4年：青木和さん、法学部4
年：玉城かんなさん、外国語学部1
年：髙松智美ムセンビさん、理工学
部1年：和田有菜さん

10月27日 京都新聞(web) 立命大、京産大Ｖ挑む　全日本大学女子駅伝　28日号砲
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん、法学部2年：加世
田梨花さん

10月28日 中京テレビ 第36回杜の都全日本大学女子駅伝 女子駅伝部
10月28日 中日新聞(近郊版) 名城大の収穫祭　新米味わい笑顔 農学部1年：吉川皓大さん

10月28日 中日新聞ほか1紙
皇学館大が決勝進出
■3連盟王座決定戦
▽1回戦　中部学院大4-0名城大

硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

10月28日 読売新聞ほか1紙 名城大「目標は連覇」　杜の都駅伝　米田監督が抱負
女子駅伝部、法学部：米田勝朗監
督、人間学部4年：青木和さん
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メディアで見る名城大学（2018年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月28日
エキサイトニュース
（web）

【全日本大学女子駅伝プレビュー】スーパールーキー加入の名城大学、
連覇なるか！

女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん、法学部4年：玉城かんなさ
ん、外国語学部1年：髙松智美ムセ
ンビさん

10月28日 JIJI.com 名城大1年高松、大器の片りん＝全日本大学女子駅伝
女子駅伝部、外国語学部：髙松智
美ムセンビさん

10月28日
産経新聞(web)ほか5
件

全日本大学女子駅伝連覇の名城大、1年生3人が躍動

女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん、法学部：米田勝
朗監督、法学部1年：松澤綾音さ
ん、人間学部4年：青木和さん

10月28日 岐阜新聞(web) 中部学院大、神宮へ王手　大学野球3連盟王座決定戦
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

10月29日 読売新聞 名城大V2 コーチ満願 杜の都駅伝 12年前 最終走者で涙
女子駅伝部、経営本部スポーツマ
ネジメント課開設準備室：中尾真理
子コーチ

10月29日 読売新聞ほか7紙 名城大　黄金期　1年和田・高松 区間賞

女子駅伝部、法学部：米田勝朗監
督、理工学部1年：和田有菜さん、
法学部4年：玉城かんなさん、外国
語学部1年：髙松智美ムセンビさん、
法学部1年：松澤綾音さん、法学部2
年：加世田梨花さん、人間学部4年：
青木和さん

10月29日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(188)　グローバル時代に学ぶ㊤
背景読み解く力　鍛えて

池上彰教授

10月29日 中日新聞ほか1紙

◇アメリカンフットボール　東海学生リーグ（27日・パロマ瑞穂ラグビー
場）
名城大14-10名大
◇アメリカンフットボール　東海学生リーグ最終日（28日・名古屋市港
サッカー場

アメリカンフットボール部

10月29日 中日新聞ほか1紙
◇ラグビー　東海学生リーグ（28日・パロマ瑞穂ラグビー場ほか）
朝日大113-0名城大

ラグビー部

10月29日 中日新聞ほか1紙
◇弓道　東海学生リーグ最終日（28日・愛大ほか）
▽最終順位　③名城大2勝2敗

弓道部

10月29日
河北新報(web)ほか2
件

<全日本大学女子駅伝>名城大、逆転で連覇

女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん、法学部4年：玉城かんなさ
ん、外国語学部1年：髙松智美ムセ
ンビさん、法学部1年：松澤綾音さ
ん、法学部2年：加世田梨花さん、
人間学部4年：青木和さん

10月30日 中日スポーツ
◇東海学生サッカーリーグ（27日・豊田市柳川瀬公園サッカー場ほか）
学泉大1-0名城大

蹴球部

10月30日 日本経済新聞
早まる就活「1年生」から　ルール維持でも学生「焦りたくはない」　学業と
の両立に苦慮

経営学部1年：西垣麻央さん

10月30日 毎日新聞
【教えて池上さん！】11月の注目ニュース　6日は米中間選挙。トランプ
大統領の2年間の仕事ぶり国民はどう評価？

池上彰教授

10月30日 中日新聞 英語絵本　子ども夢中　日進　名城大生が読み聞かせ 外国語学部：西尾由里教授

10月30日 中日新聞(夕刊) 飛躍へ　感度の一手を　来月　女流棋士デビュー
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん

10月30日 ゲキサカ(web) 東海学生リーグ(27日・第18節)　愛知学泉大1-0名城大 蹴球部
10月31日 毎日新聞 第44回社会人野球日本選手権　あす開幕 卒業生：野田賢志さん
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