2019/02/01
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。

メディアで見る名城大学（2019年1月）
日付
メディア
1月1日 にっしんテレビ

笑う門には福来るin日進

1月1日 朝日新聞

東海の平成の歩み

1月1日 読売新聞
1月3日 中日スポーツ(web)

あなたが選ぶ「東海の平成10大ニュース」
近藤「菊池道場」入り 支配下4年目飛躍のきっかけつかむ

1月3日 TBSテレビ

「Ｎスタ」 脇田菜々子女流棋士誕生を祝う 地元一宮市でパーティー

1月4日 毎日新聞
1月4日 毎日新聞

東海キャンパる 若者と選挙 池上彰さんに聞く
開かれた新聞委員会2019 激動の平成 どう総括

1月4日 中日新聞(web)

脇田女流2段の棋士誕生を祝う 地元一宮で記念パーティー

1月7日 日本経済新聞
1月7日 CBCテレビ
1月8日 毎日新聞
1月8日 中部経済新聞
1月9日 読売新聞
1月9日 教育学術新聞

見出し・番組名など

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(193) 歴史に学び未来を開く 冷戦
終結から30年
「調べたガール」名城大学の「人気の建築学科」を授業体験してみた
ATM共用拡大に意欲 三菱UFJ副頭取「利便性高めたい」
【研究現場発】次世代電子ビーム装置の開発・評価・分析 次世代デバ
イスの動作状態をリアルタイムで観測
にしゃんた氏を公認
私学一体となり意見具申を 私大協会中部支部秋季総会 49大学81人が
参加し開催

静岡新聞(web)ほか1
1月9日
静岡、2年ぶり入賞狙う 1月13日に都道府県対抗女子駅伝
件
1月9日 ヤフーニュース(web) 愛知、アンカー勝負に自信<全国女子駅伝 東海・北信越>
1月10日 中日新聞
1月10日 時事.com(web)

車いすバスケ 合宿中のカナダ女子 ナゴヤの休日 御殿で満喫
連覇狙う兵庫など中心＝13日に都道府県女子駅伝

1月11日 朝日新聞

「まるっと」 教えて！寺尾さん カマキリ高い場所に産卵すると雪多
い？
愛知知事選2019 2氏の公約出そろう 政策 財源の説明を

1月12日 中日スポーツ

名城大25季ぶりV報告会 愛知大学野球秋季リーグ

1月12日 朝日新聞

■被災地支援10団体に助成

1月10日 NHK

きょう都道府県対抗女子駅伝

1月13日 ヤフーニュース(web) 女子駅伝 神奈川、京都など有力チーム出走順と選手の声
1月13日 産経ニュース(web)

女子駅伝Vの愛知、アンカー鈴木への憧れで結束

1月13日 中京テレビ

「前略、大徳さん」徳井番付 東海3県おすすめ㊙駅弁BEST3

1月14日

中日スポーツほか4
紙

1月14日 中日新聞
1月14日 中日新聞
1月14日 日本経済新聞

池上彰教授
理工学部建築学科
理工学部：村田英一教授
卒業生：にしゃんたさん
立花貞司理事長
女子駅伝部、人間学部4年：松浦佳
南さん
女子駅伝部、監督・法学部：米田勝
朗教授、同4年：玉城かんなさん、理
工学部1年：和田有菜さん、人間学
部4年：青木和さん
ナゴヤドーム前キャンパス体育館
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん
農学部：山岸健三教授
都市情報学部：昇秀樹教授
硬式野球部、監督・学務センター：
安江均さん、部長・経済学部：渋井
康弘教授、人間学部4年：栗林良吏
さん
ボランティア協議会

1月12日 日本経済新聞
都内で本社大学シンポ 「ユニコーン生む教育を」
京都新聞(web)ほか1
1月12日
V争い混戦予感、愛知・大阪・京都が軸か 13日全国女子駅伝
件
都道府県対抗女子駅伝、埼玉チームの見どころ 13日号砲意地の走りで
1月12日 ヤフーニュース(web)
上位期待、躍進の鍵は
1月13日 中日新聞
パラリンピック楽しみ 名城大 親子ら車いすバスケ体験

1月13日 中日スポーツ

掲載者
落語研究会
野依良治客員教授、赤﨑勇終身教
授、天野浩特別栄誉教授
野依良治客員教授
卒業生：近藤弘基さん
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん
池上彰教授
池上彰教授
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん

愛知 3年ぶり2度目V

池上彰教授
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん
卒業生：赤坂よもぎさん
ナゴヤドーム前キャンパス
女子駅伝部、監督・法学部：米田勝
朗教授、理工学部1年：和田有菜さ
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1
年：井上葉南さん、同2年：加藤綾華
さん、人間学部4年：青木和さん、卒
業生：松山芽生さん
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、監督・法学部：米田勝
朗教授
アメリカンフットボール部、経営学部
4年：伊藤康晃さん
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、法学
部2年：加藤綾華さん、人間学部4
年：青木和さん、卒業生：松山芽生
さん
入学予定者：藤中佑美さん
農学部2年：仁瓶栞里さん

都道府県女子駅伝 県勢最高タイム更新 積極的な仕掛け 逆転V
社説 「伝達人」になろう 成人の日に考える
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(194) 成人の日に寄せて 若いとき
池上彰教授
こその挑戦を
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メディアで見る名城大学（2019年1月）
日付

メディア

見出し・番組名など

1月14日 中日新聞(三重)

都道府県女子駅伝 県勢33位 若手活躍 平均年齢18歳 次へ期待

1月14日 中日新聞(長野)

県勢6位、2度目入賞 都道府県女子駅伝 過去最高タイム並ぶ

1月14日

中日新聞(web)ほか1
長野 県勢6位、2度目入賞 都道府県女子駅伝
件

1月14日 中日新聞(web)

岐阜 県選抜、粘りの走り38位 都道府県女子駅伝

1月15日 中日新聞

◇県高校新人体育ハンドボール(6日まで・県体育館ほか) 【男子】1回
戦 名城大付21-11犬山 2回戦 愛知30-10名城大付
◇県新春新人卓球(5、6日・天白スポーツセンター) 【男子シングルス】
▽Fブロック ①松村健吾(名城大付高) 【同ダブルス】A同 ①小川友輝・
松村健吾(名城大付高)
◇県高校新人体育ラグビー(12日・名古屋経済大学ほか) 名古屋95-0
名城大付
◇県高校新人体育柔道(12日・県武道館) 【女子個人】48㌔③水野有菜
(名城大付)
◇県高校総体スキー(6日まで・岐阜県郡上市牧歌の里カントリーコース)
【クロスカントリー】▽女子クラシカル5㌔①杉本香実(名城大付) ▽男子
リレー10㌔ ②名城大付 ▽女子同5㌔ ①名城大付
【薬のはなし】 骨粗しょう症薬 抜歯に注意

1月16日 日本経済新聞

コンテナ改良 耐震シェルター カラフルコンテナ

1月16日
1月18日
1月18日
1月19日

日経産業新聞
毎日新聞ほか2紙
読売新聞
中日新聞
毎日新聞(夕刊)ほか
1月19日
2紙
1月20日 ★富山新聞ほか2紙

車自動運転高度化、金沢大など研究
名城大次期学長に小原章裕氏
現新 熱い舌戦開始 財源策 議論を
平成のドラゴンズ ドラフト編 星野イズム 栄光の礎
センター試験 難関私大 敬遠の動き AI効果 情報系人気 準備は万全
東海では5万6000人受験
名城大と連携記念 池上彰さんが講演 氷見市

1月20日 ★富山新聞

氷見分会が発足

1月15日 中日新聞
1月15日 中日新聞
1月15日 中日新聞
1月15日 中日新聞
1月15日 中日新聞

YOMIURIONLINE(we
1月20日
東海3県で外国語5万3109人受験 センター試験
b)
【池上彰の現代史を歩く】スペインの民族対立 内戦経て多様性尊重へ
1月21日 日本経済新聞
脈々と継ぐ戦禍の記憶
◇第38回日本刻字展入賞者(26日まで、東京都美術館、毎日新聞社後
1月21日 毎日新聞
援) <高校生>優秀賞＝加納由麻(名城大付高)
新しいチャレンジが始まるピッチイベント「NAGOYA BOOST DAY」2月15
1月21日 CNETJapan(web)
日開催決定!
1月22日 中日新聞
【薬のはなし】 副作用少ない睡眠薬も
1月24日 中日スポーツ
GTRニッセイV王手 逆転でフタバ産業下す
1月24日 中部経済新聞
ベンチャーへ出資者募集 来月15日にマッチング
1月25日 中日新聞
「辺野古新基地は違憲」憲法研究者131人が声明
1月25日 朝日新聞
【池上彰の新聞ななめ読み】 勤労統計不正 問題の焦点 より丁寧に
沖縄タイムス＋プラ
1月25日
「辺野古建設強硬は違憲」 憲法研究者131人が中止求め声明
ス(web)

掲載者
女子駅伝部、法学部2年：加藤綾華
さん
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
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
女子駅伝部、人間学部4年：青木和
さん、卒業生：松山芽生さん
附属高校
附属高校
附属高校
附属高校
附属高校
卒業生：宮嶋貴美さん
非常勤講師：阿竹克人さん、理工学
部：武藤厚教授
農学部：小原章裕教授
都市情報学部：昇秀樹教授
卒業生：山内壮馬さん
附属高校
立花貞司理事長、池上彰教授
卒業生、校友会氷見分会長：里木
紀元さん
附属高校
池上彰教授
附属高校
ナゴヤドーム前キャンパス
卒業生：鈴木弘子さん
卒業生：髙木祥宏さん
ナゴヤドーム前キャンパス
法学部：近藤敦教授
池上彰教授
法学部：近藤敦教授

1月26日 中部経済新聞

2019挑む テキスタイル中欧輸出拡大へ ソトー社長 上田康彦氏

タウンニュースてん
ぱく
タウンニュースてん
1月26日
ぱく

スリランカ出身のクマーラ教授が登壇 名城大学校友会 第9回市民公開 外国語学部：アーナンダ・クマーラ
講座
教授

1月26日

1月27日 中日新聞
1月27日 朝日新聞
1月28日 日本経済新聞
1月28日 中日新聞
1月28日 CBCテレビ
1月29日 中日新聞
1月29日 毎日新聞

懐かしの写真館 小林凜子さん(相生学区)
【ニュース池上塾】(60) 入管難民法改正 どう考える？ 統一選挙見据
え成立急ぐ
【先言深語】 一新 泊まれる「文化財」に 名古屋テレビ塔社長 大沢和
宏さん
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】(195) AI時代の生き方 何を学
び、どう働きたいか
◇県高校新人体育柔道(26日・県武道館) 【女子団体】②名城大付 【男
子個人】60㌔③畑田幸輝(名城大付) ▽73㌔③松岡主税(名城大付)
「調べたガール」
【薬のはなし】 ホルモンに働き眠気誘う
【教えて池上さん！】2月の注目ニュース 寒さが厳しい2月。インフルエ
ンザが流行しています。あなたは大丈夫？

卒業生：上田康彦さん

農学部2年：小林凜子さん
池上彰教授
卒業生：大沢和宏さん
池上彰教授
附属高校
農学部
卒業生：鈴木弘子さん
池上彰教授

卒業生：髙木祥宏さん、同：小塚堅
斗さん、同：村田勇介さん、同：川口
祥平さん
1月29日 建設通信新聞(web) 美濃加茂市新庁舎 20年3月に基本計画/委員会が近く中間答申
都市情報学部：海道清信教授
1月30日 ★中日新聞(尾張版) 津島拠点に各地巡って 大学生が観光マップ ネットで公開
農学部3年：森垣聡志さん
卒業生：小塚堅斗さん、同：髙木祥
1月30日 中日スポーツ
GTRニッセイ 優勝は「総合力の勝利」 ベストナイン
宏さん
1月30日 中部経済新聞
【中経論壇】 女子駅伝で2冠達成 大学広告塔の役割果たす
卒業生、校友会会長：山田弥一さん
東北大・創光・名大・名城大、深紫外発光素子の高効率動作メカニズム 赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
1月30日 日本経済新聞(web)
を解明
教授
1月29日 中日スポーツ

高木 先制打&2ラン 若き4番の活躍でGTRニッセイ大勝
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メディアで見る名城大学（2019年1月）
日付

メディア
茨城新聞クロスアイ
(web)
1月31日 中日新聞(web)

1月31日

見出し・番組名など

掲載者

NEC 筑波研究所を閉鎖 来年3月末 拠点集約、コスト削減

飯島澄男終身教授

富山 高岡商昨夏16強の中村前主将を表彰 日本学生野球協

入学予定者：中村昂央さん
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