
メディアで見る名城大学（2018年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
11月2日 読売新聞 まちグルメ　名城大生の愛情大盛り　カレーピラフ シャトー
11月3日 中日新聞(福井) 越前水仙畑　重要文化的景観申請へ　県、報告書の素案示す 農学部：丸山宏教授

11月5日 中日新聞 アラカルト◇明石康さんの講演会
アジア研究センター：明石康名誉セ
ンター長

11月5日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(189)　グローバル時代に学ぶ㊥
時代の行方自ら判断

池上彰教授

11月5日 中日新聞ほか1紙
◇サッカー　東海学生リーグ（3日・豊田市柳川瀬公園サッカー場ほか）
名経大1-0名城大

蹴球部

11月5日 中日新聞ほか1紙
◇ラグビー　東海学生リーグ最終日（4日・パロマ瑞穂ラグビー場ほか）
名城大45-7愛工大
▽最終順位　⑤名城大4勝3敗

ラグビー部

11月5日 中日新聞ほか1紙
◇中部日本学生軟式野球リーグ（4日・愛知大学蟹江グラウンド）
名城大12-10鈴鹿医療大

軟式野球部

11月5日 中日新聞

◇県高校新人体育体操（10月28日・日本ガイシスポーツプラザ）
【男子】団体①名城大付
▽個人　①相羽拓郎（名城大付）②水谷王持（同）③若原慧人（同）▽ゆ
か　①水谷②若原③坂口郁平（同）▽あん馬①相羽②小林相叶（同）③
相馬仁人（同）▽つり輪①相羽②水谷③若原▽跳馬①相馬②相羽③若
原、小林▽平行棒①相羽②相馬③水谷、若原▽鉄棒①水谷②若原③
相馬

附属高校

11月5日 毎日新聞 男子第69回全国高校駅伝競走大会県予選会の成績 附属高校

11月6日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック　約束のほごの裏にはロシア、中国へ
の対抗新型兵器開発も宣言

池上彰教授

11月6日 中部経済新聞
【研究現場発】体内酸化を感知するバイオマーカーの開発　脂質の"過"
酸化が疾患の発症に関わるのか

薬学部：日坂真輔助教

11月5日 ゲキサカ(web) 東海学生リーグ(3日・第19節)　名古屋経済大1-0名城大 蹴球部
11月6日 名古屋テレビ 「ＵＰ！」名城大教授　アジア人初の会長に就任へ 理工学部：福田敏男教授

11月6日
西日本新聞(web)ほ
か3件

米協会会長内定の福田氏が会見　アジアなどの会員増目指す 理工学部：福田敏男教授

11月7日
日本経済新聞ほか2
紙

名城大・福田教授 IEEE会長に
「敷居低く、会員数倍増を」
電気情報通信の学会アジア人初

理工学部：福田敏男教授

11月7日 中日新聞 地区やリーグ戦Ｖ報告　本社訪問 東邦高校と名城、中京大野球部
硬式野球部、学務センター：安江均
監督、法学部4年：光部皓稀さん、
人間学部4年：栗林良吏さん

11月7日 中日新聞
「未知の世界の先へ前進を」
名大・野依特別教授が学生らにエール

野依良治客員教授

11月7日 東海テレビ 「ニュースOne」藤井七段に続け！女流棋士がデビュー
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん

11月9日 読売新聞 私立高校募集定員 附属高校

11月9日
高校野球ドットコム
(web)

関西国際大VS中部学院大
2018年第49回明治神宮野球大会 大学の部1回戦

硬式野球部

11月11日 中日新聞（なごや東） アラカルト◇名城大総合研究所公開講演会 外国語学部：冨岡徹教授

11月11日
毎日新聞(web)ほか1
件

アメフット 西南学院大が3回戦進出 西日本代表決定T アメリカンフットボール部

11月12日 建設通信新聞(web) 12月に建設地選定/美濃加茂市庁舎建て替え 都市情報学部：海道清信教授

11月12日
サンスポ．コム（web）
ほか1件

長野・玉城「少しでも近づけるよう…」／駅伝
女子駅伝部、法学部4年：玉城かん
なさん

11月12日 信毎web 長野は2年連続2位　東日本女子駅伝
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん、法学部1年：松澤綾音さん

11月12日 ゲキサカ(web) 東海学生リーグ(10日・第20節)　名城大3-2愛知学院大 蹴球部

11月12日 月刊陸上競技 名城大　2連覇達成!!　3区・髙松がV決定づける区間賞

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

11月13日 中日新聞 【薬のはなし】　インフルに期待の新薬 卒業生：鈴木弘子さん

11月13日 中日新聞
◇県高校新人体育剣道名南予選(10月27日、10日中スポーツセンター
ほか)

附属高校

2018/12/01

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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11月13日 中日新聞

◇わかしゃち国大記念杯ウエイトリフティング(4日・瀬戸市体育館)
【女子】▽58㌔　②小林明日香(名城大付高)
【男子】▽53㌔　①関谷颯大(同)▽62㌔　①加藤晴紀(名城大付高)②井
田龍吾③今井文也(同)▽69㌔　①坂本拓夢(同)▽77㌔　③原渉太(名城
大付高)▽85㌔　①斎藤和則②斉藤玄③奈良康平▽94㌔　①小野大輔
②太田早俊▽105㌔　①荒川喜明②中嶋涼太▽105㌔超　②和田啓慈
(名城大付高)

附属高校

11月13日 産経ニュース(web) 大学生の脇田奈々子さんが女流プロ棋士に
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん

11月13日 毎日新聞(web)
全日本学生ハンドボール選手権第2日(11日、大阪・丸善インテックア
リーナ大阪ほか)
筑波大35-18名城大

ハンドボール部

11月14日 中日新聞（北勢） 四日市中日文化センター　【招福！　七福神と新年】 非常勤講師：齋藤滋さん

11月14日 中日スポーツ 2年ぶり王座の名城大がV報告
アメリカンフットボール部　槇野均監
督、経営学部4年：伊藤康晃さん、
同4年：林滉介さん

11月14日 中部経済新聞 名城大が「生姜焼重」開発　九重味淋、ローソンと協働
農学部：加藤雅士教授、林利哉教
授

11月16日 中日新聞 多文化共生施策を発表　名城大付高生　県職員ら聞き入る 附属高校
11月16日 東京新聞 保育の現場　潜む虐待　人手不足、パワハラ…ストレスか 経済学部：蓑輪明子准教授

11月16日 東京新聞(web)
保育士の虐待「見たことある」25人中20人　背景に人手不足、過重労働
…ユニオン調査で判明

経済学部：蓑輪明子准教授

11月17日
ビジネスジャーナル
(web)

志願したい大学ランキングに異変…早稲田が1位、慶応が7位転落、青
学が大躍進の理由

11月17日 静岡新聞(web) 静岡県選抜が正式参加　富士山女子駅伝 女子駅伝部
11月18日 朝日新聞 ヤギの食欲 島を元気に 公園除草 海への好循環期待　愛知・日間賀島 農学部：林義明准教授

11月18日 中日新聞ほか1紙
◇サッカー　東海学生リーグ(17日・静岡県遠州灘海浜公園球技場ほか)
名城大2-1静岡大

蹴球部

11月18日
日本経済新聞(web)
ほか5件

関学大、2年ぶり56度目優勝　関西学生アメフト アメリカンフットボール部

11月19日 中日新聞
◇県大学ソフトボール選手権(10、11日・蘇南公園多目的グラウンドほ
か)
男子　日福大12-3名城大

ソフトボール部

11月19日 中日新聞
◇県高校新人体育ハンドボール名南予選(17日まで・名古屋市立工業
高校ほか)
【男子】▽5位決定　名城大付27-1天白

附属高校

11月19日 中日新聞
◇東海学生卓球各部別(17日・あま市甚目寺総合体育館)
【男子3・4部シングルス】準決勝　福岡進介(愛院大)3-1打田啓人(名城
大)、神田侑亮(愛教大)3-1鎌田陸(名城大)

卓球部、法学部2年：打田啓人さ
ん、理工学部2年：鎌田陸さん

11月19日
中日スポーツほか3
紙

◇アメリカンフットボール・全日本大学選手権第4日(18日・一宮市光明寺
公園球技場)
▽西日本3回戦　名城大27-26西南学院大

アメリカンフットボール部

11月19日 日本経済新聞
【池上彰の現代史を歩く】　社会主義大国　ソ連　理想の陰 粛清と汚職
失敗省みぬ独裁、停滞招く

池上彰教授

11月19日
西日本スポーツ(web)
ほか1件

福岡SUNS、公式戦20連勝　アメフットXリーグ2部 アメリカンフットボール部

11月20日 中日新聞 【薬のはなし】　利尿作用で高血圧防ぐ 卒業生：宮島貴美さん

11月20日 中日新聞
◇中国語スピーチコンテスト(10月20日・名古屋外国語大)
【朗読の部】▽特別賞　吉本理子(名城大付属高2)

附属高校

11月20日 中日新聞 アラカルト◇名城大校友会市民公開講座
外国語学部：アーナンダ・クマーラ
学部長

11月20日 日本経済新聞
「ニッポンの革新力」シンポジウム　吉野氏・池上氏対談　過度な金融緩
和に警鐘

池上彰教授

11月21日 中日新聞 内堀外堀　ノーベル賞 理工学研究科：吉野彰教授
11月21日 中日新聞 紙の役割　これからも　池上彰さんに聞く 池上彰教授

11月21日 中部経済新聞
大学研究者48人に　総額3340万円
日東学術振興財団が助成金贈呈式を開催

天野浩特別栄誉教授

11月22日 毎日新聞
東海アスリート群像　小さなルーキーの挑戦　4期連続で五輪強化育成
選手

女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

11月22日 読売新聞 拝見！「肩もみ学」講座　心と体ほぐす技伝授
人間学部1年：春日井愛美さん、外
国語学部2年：加納竜童さん

11月22日 中部経済新聞 【中経論壇】名城大の女子駅伝連覇　広告媒体としての効果は絶大 卒業生、校友会会長：山田弥一さん
11月22日 朝日新聞(夕刊) バレー全日本大学選手権 27日開幕 バレーボール部
11月22日 神戸新聞NEXT 立命大・中田 全国デビューで区間賞　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

11月23日 毎日新聞(web)
大学倶楽部・関西学院大 関西学生アメフット 2年ぶり56回目V 最多優
勝記録を更新

アメリカンフットボール部

11月24日 毎日新聞 クィーンズ駅伝in宮城　第38回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 卒業生：髙木綾女さん

11月25日 中日新聞
【ニュース池上塾】(58)　安田さん解放、身代金払う？　テロに屈する情
報否定

池上彰教授

11月25日
毎日新聞(web)ほか2
件

アメフット　立命大が名城大に快勝　全日本大学選手権 アメリカンフットボール部

11月26日
中日スポーツほか3
紙

関西の壁崩せず　名城大完敗　立命館大に零封
アメリカンフットボール部、経営学部
3年：若林駿太さん、経営学部4年：
伊藤康晃さん
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11月26日 中日スポーツ
◇東海学生サッカーリーグ最終日(24日・静岡県遠州灘海浜公園球技場
ほか)
岐阜経大3-0名城大　▽最終順位　⑫名城大

蹴球部

11月26日 中日新聞
◇県高校新人体育柔道名南予選(17日・県武道館)
男子　①名城大付　▽女子　①名城大付

附属高校

11月26日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(190)　グローバル時代に学ぶ㊦
大学で世界知り、議論を

池上彰教授

11月26日 ★日経ビジネス
気鋭の経済論点　ポイントで消費を増やすには　顧客が「お得に」感じる
利用法

経営学部：中川宏道准教授

11月26日
スポニチアネックス
(web)

立命大　西日本代表決定戦決勝進出　関学大と再戦 アメリカンフットボール部

11月27日 中日新聞 社章は語る 中部カイシャ図鑑<11>ボルトの力を世界に 卒業生：長谷川士郎さん
11月27日 中日新聞 【薬のはなし】　カルシウム拮抗剤で降圧 卒業生：宮嶋貴美さん

11月27日 ヤフーニュース(web)
<中野繁さん>日本人初、米魚類野生生物局「ヒーローズ」選出 37歳で
死去、多くの後輩育てる

理工学部：谷口義則准教授

11月27日 ヤフーニュース(web)
アメフト立命大が練習を公開 近田が兄弟での全国選手権決勝進出を誓
う

アメリカンフットボール部

11月28日 日本経済新聞 大学ブランドイメージ調査　日本福祉大が急上昇

11月28日 教育学術新聞
科学研究費補助金　研究者が所属する研究機関別採択件数・配分額一
覧

11月28日 朝日新聞 力強い踏み込みの将棋を
将棋部、人間学部4年：脇田奈々子
さん

11月30日 毎日新聞 ◇名城大学校友会第9回市民公開講座
外国語学部：アーナンダ・クマーラ
学部長

11月30日 中日スポーツ 名城大 光部目指す軟式で日本一

硬式野球部、法学部4年：光部皓稀
さん、法学部4年：宮津聖矢さん、人
間学部4年：市川真悟さん、経営学
部4年：堀井大輝さん

11月30日 日本経済新聞 池上彰の新聞ななめ読み　ゴーン前会長逮捕　取材源 どう表現する？ 池上彰教授
11月30日 東京新聞 大卒だけど高卒以下で神戸市役所入庁 都市情報学部：昇秀樹教授
11月30日 朝日新聞(大阪) 甲子園ボウルかけ来月2日再戦　アメフト　全日本大学選手権 アメリカンフットボール部

11月30日
産経ニュース(web)ほ
か1件

甲子園めざしヒーローになれ　アメフット立命大攻撃ライン アメリカンフットボール部
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