
メディアで見る名城大学（2018年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
12月1日 ★岐阜新聞 サタデーコラム　日本人の美徳はどこへ 都市情報学部：雑賀憲彦教授
12月3日 中日新聞 地域社会の課題解決 河合さん案が最優秀 経済学部4年：河合将樹さん

12月3日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(191)　日産ゴーン元会長逮捕　カ
リスマ失脚 他山の石に

池上彰教授

12月3日 中日新聞

◇全日本バレー高校選手権県予選(11月23日まで・碧南臨海体育館ほ
か)
【男子】1回戦　名城大付2-0名東
▽2回戦　愛工大名電2-0名城大付

附属高校

12月3日 食品と開発(雑誌) 褐藻類由来高分子多糖フコダインによる新規抗アレルギー機構 農学部：湊健一郎准教授
12月4日 中日新聞 【薬のはなし】下剤と排便のメカニズム 卒業生：鈴木弘子さん

12月4日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック　APECでは米中が激しく対立　日本は
自由貿易主張

池上彰教授

12月4日 中日新聞 第32回中日産業技術賞　身近な生活助ける開発【選考委員】 吉久光一学長

12月4日 中日新聞(岐阜)

東海テコンドー選手権大会(11月25日・岐阜メモリアルセンターふれ愛
ドーム)
【マッソギ】▽成年男子Ⅱ部ヘビー級　①小林潤弥(愛知・名城)　▽成年
女子Ⅱ部マイクロ級　②長谷川真央(愛知・名城大)

テコンドー部、法学部3年：小林潤弥
さん、理工学部2年：長谷川真央さ
ん

12月4日 中部経済新聞
【研究現場発】Society 5.0の実現に向けて　IoT技術による次世代バスロ
ケーションシステムの開発

理工学部：鈴木秀和准教授

12月5日
中日スポーツほか5
紙

名城大女子駅伝部　特別賞　2冠へ弾み　中部スポーツ賞

女子駅伝部、監督・法学部：米田勝
朗教授、コーチ・経営本部スポーツ
マネジメント課開発準備室：中尾真
理子さん、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、同
2年：加世田梨花さん、人間学部4
年：青木和さん

12月5日 日本経済新聞
学長アンケート㊦　大学再編　4割前向き　少子化対応　魅力増に期待
【回答者】名城大（吉久光一）

吉久光一学長

12月5日 毎日新聞
開かれた新聞委員会から　安田さん解放 報道のあり方問う　「自己責
任」政治家の発言伝えて

池上彰教授

12月5日
中日新聞(知多)ほか
1件

東海学生駅伝9日号砲　知多半島舞台に男女競う 女子駅伝部

12月5日 朝日新聞(夕刊) GHQが「洗脳」？実態は 非常勤講師：賀茂道子さん

12月5日
YOMIURI
ONLINE(web)ほか3
件

中部スポーツ大賞宇野選手　特別賞は名城大女子駅伝部
女子駅伝部、人間学部4年：青木和
さん

12月5日 産経ニュース(web) 「ノーベルアタッシェ」が現地で支えた日本人受賞者の素顔は 赤﨑勇終身教授
12月7日 中日新聞(中東遠) メタン生成し発電 実用化に向け支援　袋井市長 農学部：大場正春教授

12月8日
週刊ダイヤモンド(雑
誌)

科学技術立国の危機　日本人はもうノーベル賞を獲れない
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授、飯島澄男終身教授、理工学
研究科：吉野彰教授

12月11日
中日スポーツほか4
紙

東海学生駅伝対校戦　名城大A12連覇 5人全員区間賞

女子駅伝部、法学部2年：加藤綾華
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、人間学
部4年：松浦佳南さん、法学部2年：
小森星七さん、同1年：松澤綾音さ
ん、外国語学部1年：髙松智美ムセ
ンビさん

12月11日 中日新聞 【薬のはなし】便秘の新薬　低刺激性も 卒業生：鈴木弘子さん
12月11日 日本経済新聞 若者と考える未来　大志をつなぐ 理工学研究科：吉野彰教授

12月11日 ★日刊工業新聞
培養細胞を高速処理　光応答性ポリマートレーザー AI組み合わせ 産総
研など

12月12日 朝日新聞 コンテナ技術で耐震シェルター　江南のベンチャー販売開始
12月12日 ★富山新聞ほか2紙 イノシシ肉でカレー　氷見高生徒が缶詰試作 農学部：小原章裕教授

12月12日
中日新聞(web)ほか１
件

イノシシ肉　カレー缶に　チャーシュー試行錯誤　氷見高が開発 農学部：小原章裕教授

12月13日 中日新聞(西三河)
写真家・竹内さん　故郷に作品寄贈　岡崎市美術館で展覧会　市が感
謝状

卒業生：竹内敏信さん

12月14日 NHKテレビ 「チコちゃんに叱られる!」　ＬＥＤはなぜ光る？
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

12月15日 毎日新聞 東海ワイド　ノーベル賞　受賞者ら 夢のような一時
野依良治客員教授、赤﨑勇終身教
授、天野浩特別栄誉教授

12月15日 中日新聞(飛騨) 木片磨き親子で楽しむ　萩原　NPOが森林保全学ぶ講座 理工学部：谷田真准教授

12月16日 中日新聞 池の水抜き生き物調査　南区・道徳公園で600人
野生動物研究会、農学部2年：今井
洸貴さん

2019/01/01

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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12月16日 中日新聞 グローバル愛s　美を損なう雑多な景観
人間学部：フィリップ ステファン ビー
チ助教

12月17日 中日新聞

◇県高校新人体育ウエイトリフティング(16日・愛工大名電高校)
【女子】55㌔①人見那桜(名城大付)　▽59㌔②小林明日香(名城大付)
【男子】55㌔②関谷颯大(名城大付)　▽61㌔①大矢浩平(名城大付)③山
下怜也(名城大付)　▽73㌔①中凜太郎(名城大付)　▽81㌔①祖父江月
歩(名城大付)　▽89㌔①井上隆之介(名城大付)
【学校対抗】男子①名城大付▽女子②名城大付

附属高校

12月17日 中日新聞

◇県高校名北・名南・知多支部体操学年別(15日・日本ガイシスポーツ
プラザ)
【1年男子】個人①小林愛叶(名城大付)②坂口郁平(同)鳥井一志(同)　▽
種目別ゆか①小林　▽同あん馬①小林　▽同つり輪①坂口　▽同跳馬
①小林　▽同鉄棒①小林
【2年男子】個人①相馬仁人(名城大付)②森慶次郎(同)　▽同種目別ゆ
か①相馬　▽同あん馬①相馬　▽同つり輪①相馬　▽同跳馬①相馬
▽同平行棒①相馬　▽同鉄棒①相馬

附属高校

12月17日 日本経済新聞
【池上彰の現代史を歩く】多様性のフランス　経済成長 移民が下支え
反骨精神、古い社会変える

池上彰教授

12月17日 中部経済新聞 23年上場へ協業強化　カーボンナノチューブ来期、1㌧量産へ

12月18日 中日新聞 【薬のはなし】糖尿 インスリン分泌影響 卒業生：宮嶋貴美さん

12月18日
★北陸中日新聞ほ
か７件

金大発 自動運転、実用へGO 来秋以降 都内で走行実験 　共同研究
国の予算事業に

12月18日
毎日新聞(web)ほか3
件

自動運転技術　国政策に採択　金沢大など　五輪会場周辺で実験へ／
石川

12月19日 読売新聞 女流棋士 白星デビュー　一度は諦めたプロの道 前進
将棋部、人間学部4年：脇田奈々子
さん

12月19日 教育学術新聞 教育改革フォーラムin東海 名城大学で ナゴヤドーム前キャパス

12月19日 教育学術新聞 高等教育の明日 われら大学人<81>
女子駅伝部、監督・法学部：米田勝
朗教授

12月19日
YOMIURI
ONLINE(web)

女流棋士 白星デビュー 一宮の大学生脇田さん
将棋部、人間学部4年：脇田奈々子
さん

12月20日 中部経済新聞 【中経論壇】 大相撲貴ノ岩の引退　スポーツ界から暴力はなくなるか 卒業生、校友会会長：山田弥一さん

12月20日 静岡新聞(web) 全国高校駅伝23日号砲　静岡県勢、韮山 女子・島田
女子駅伝部、人間学部4年：松浦佳
南さん

12月21日 朝日新聞
【池上彰の新聞ななめ読み】 「あおり運転」裁判の判決 専門用語かみ
砕く努力を

池上彰教授

12月21日 毎日新聞(web)
大学倶楽部・東京電機大　ロボット研究など語る IEEE次期会長セミナー
1月10日 東京千住キャンパス

理工学部：福田敏男教授

12月22日 読売新聞 2018年読者が選んだ日本10大ニュース　過去5年トップ3
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

12月22日 毎日新聞(web)
全国高校駅伝 都大路、きらめく君　女子注目校
出場経験が強み長野東

女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

12月23日 毎日新聞 リニア効果どう描く 飛躍への課題 2019愛知県知事選㊤ 都市情報学部：昇秀樹教授

12月23日 中日新聞
【ニュース池上塾】(59)　ファーウェイ対策どうする？ 米国と中国の板挟
みに

池上彰教授

12月23日 中日新聞 脱衣室 卒業生：清水昭信さん
12月23日 中日新聞(可茂) 美濃太田駅周辺 最有力に　美濃加茂市の新庁舎広報地 都市情報学部：海道清信教授

12月23日 サンスポ.com(web)
30日のフジテレビは「スポーツの祭典」ボクシングのトリプル世界戦や現
役トップアスリートが続々登場する特番を一挙8番組放送!

女子駅伝部、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

12月24日 中日新聞 長野東 2年連続準Ｖ ゴール前逆転 冷静判断光る
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

12月24日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(192)　西日本豪雨のテレビ報道
気象庁の重大懸念 届かず

池上彰教授

12月25日 毎日新聞
【教えて池上さん！】1月の注目ニュース　平成最後の正月 陛下のおこ
とばは？ 引退にかける稀勢の里 下旬に日露首脳会談

池上彰教授

12月26日 中日スポーツ 新婚旅行期間もバット振ってた 近藤 卒業生：近藤弘基さん

12月26日 東海テレビ 「めざましテレビ」キラ★ビト
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

12月26日 東海テレビ 「ニュースプラスワン」富士山駅伝で頂点を！名城大駅伝部に密着
女子駅伝部、監督・法学部：米田勝
朗教授

12月26日 東海テレビ
「FNNプライムニュース&スポーツコーナー」
富士山女子駅伝特集　光り輝く陸上界の逸材

女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

12月28日 中日新聞 就活へ身だしなみを学ぶ 名城大でセミナー 髪形や肌ケアなど

12月28日 中日新聞(岐阜) 燃えよ！ルーキー 野田貴昭さん(24) 笠松町 生え抜きの看板選手に
卒業生：野田貴昭さん、同：近藤弘
基さん

12月28日 朝日新聞 野生アライグマ 名古屋中心部に 農学部

12月29日 ヤフーニュース(web)
【ラグリパWEST】ディック・ホクリーさんをしのぶ　同志社大学元臨時コー
チ

卒業生：玉木一史さん

12月29日
産経ニュース(web)ほ
か1件

立命館大6連覇か　名城大が王座奪取か　富士山女子駅伝30日号砲
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花、外国語学部1年：髙松智美ムセ
ンビさん、人間学部4年：青木和さん
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12月30日 中日新聞 きょう全日本大学女子選抜 年末年始の大一番　思いは勝ってよい年に

女子駅伝部、監督・法学部：米田勝
朗教授、法学部2年：加世田梨花さ
ん、外国語学部1年：髙松智美ムセ
ンビさん

12月30日 読売新聞
平成時代　深堀り　世論調査特集㊤　自衛隊の国際貢献　PKO実績積
み重ね　はためく日の丸に涙

アジア研究センター：明石康名誉セ
ンター長

12月30日
スポニチアネックス
(web)ほか7件

名城大　大会新で初Ｖ、7区間中3区間で区間賞獲得
女子駅伝部、人間学部4年：松浦佳
南さん、法学部2年：加世田梨花さ
ん、同4年：玉城かんなさん

12月30日
名古屋テレビほか2
件

「ANNスーパーJチャンネル」激走 富士山麓を駆け抜け名城大が悲願の
初優勝！

女子駅伝部

12月31日 サンスポ.com(web) 次期大河ドラマの主人公・金栗四三の遠大な構想が箱根駅伝の原点 女子駅伝部

12月31日 読売新聞ほか5紙 名城大2冠 立命大V6逃す 4年松浦 奮起の区間賞

女子駅伝部、人間学部4年：松浦佳
南さん、法学部2年：加世田梨花さ
ん、外国語学部1年：髙松智美ムセ
ンビさん、人間学部4年：青木和さ
ん、法学部4年：玉城かんなさん、監
督・同：米田勝朗教授

3 / 3 


