
メディアで見る名城大学（2019年2月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
2月1日 中日スポーツ 2軍読谷組 卒業生：近藤弘基さん

2月1日
★ふくろい市議会だ
より

雑草から発電　この研究への協力を 農学部：大場正春教授

2月1日
★オプロロニクスオン
ライン(web)

東北大ら、深紫外発光素子の高効率動作構造を解明

2月2日 中日新聞ほか3紙 県内私立高4.5倍　19年度入試の志願状況 附属高校

2月2日
中日新聞(西三河)ほ
1紙

駅伝V経験 大学で生かす　光ヶ丘女子高 藤中さんと山本さん
入学予定者：藤中佑美さん、山本有
真さん

2月3日 中日新聞
2019あいち知事選 最後の訴え熱く　転換期 種まき託す一票を 名城大・
昇秀樹教授

都市情報学部：昇秀樹教授

2月4日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(196)　話す力を磨く㊤　「知らない」
を前提に

池上彰教授

2月4日 中日新聞
◇県高校新人体育バレー兼東海高校選抜県予選(1月26、27日・起工業
高校ほか)　【男子】1回戦　名城大付2-0小牧　▽2回戦　栄徳2-1名城大
【女子】1回戦　岡崎商2-1名城大付

附属高校

2月5日 中日新聞 旅行業「国内試験」高校生で合格 名古屋・若宮商高の高橋さん 入学予定者：高橋栄貴さん
2月5日 中日新聞(可茂) 健康な美濃加茂市へ 総合計画審議会が初会議 都市情報学部：海道清信教授

2月5日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック　壁の建設費用めぐり 長期間予算成立
せず 解除後も対立続く

池上彰教授

2月5日 中部経済新聞
【研究現場発】企業の成否はマネジメント力に尽きる 原理還俗で向上す
る業績

都市情報学部：雑賀憲彦教授

2月6日 日経産業新聞
【就勝就喝！】名城大学 職員密着で就職率首位　男性の身だしなみ指
南も

キャリアセンター事務部長：犬飼斉
さん

2月6日 中部経済新聞 学生と連携し木製ベンチ作り 県全国植樹祭推進室
2月7日 読売新聞 語る大学最前線　名古屋学芸大 女子駅伝部
2月7日 中日新聞(なごや東) 尾三区　4市1町コミバス乗り換え 無料ネット検索 可能に 理工学部

2月7日 中日新聞(知多)
過去最多27人が学科合格 2級土木施工管理技術検定 半田工高の3年
生

入学予定者：浅田海斗さん

2月8日 中日新聞 (訃報)田中浩さん死去 元教職員：田中浩さん
2月8日 東京新聞 こちら特捜部 これでいいのか? 日本の「国籍」㊦　明治以来の「唯一原 法学部：近藤敦教授
2月8日 読売新聞 顔　アジア人初 米国電気電子学会長に福田敏男さん 理工学部：福田敏男教授
2月8日 日本経済新聞(web) 中部経産局とSMBC系、高校で講座「18歳成人」にらみ 附属高校

2月9日 中日新聞(近郊)
サボテンの飼料 ヤギに効果上々 国際学会で表彰 春日井・名城大農場
の林准教授

農学部：林義明准教授

2月9日 中日新聞(可茂) 地域バス活用 市民が熟考 美濃加茂 おしゃべりしつつ意見 理工学部：松本幸正教授

2月9日 中日新聞
美術、音楽、スポーツ　丹羽奨励性を決定　大幸財団
【団体】名城大学付属高体操競技部

附属高校

2月9日
タウンニュースてん
ぱく

チョコっといい話　実は良し悪しがあるバレンタインが誕生日 渉外部広報課：渡邉祐樹さん

2月10日 中日新聞

◇スキー　全国高校大会第2日(9日・鹿角市花輪)
▽男子10㌔フリー　153位伊藤悠祐(名城大付)36分39秒4　158位 長瀬
悠太(名城大付)38分28秒4　164位高田芳樹(名城大付)40分35秒5
▽女子５㌔フリー　88位梶野愛(名城大付)21分8秒4　90位杉本名香実
(名城大付)21分18秒3　92位安藤香友希(名城大付)21分33秒1

附属高校

2月10日 中日新聞(信州) スポットライト ひと 脱サラ、塩尻で家業の畜産 卒業生：竹淵洋平さん
2月10日 読売新聞 高校総体　女子大回転で難波29位 附属高校

2月10日 毎日新聞(地方版) 陸上 長野陸協、今年度アワード 選手、指導者を表彰
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

2月10日 中日スポーツ 中村好治さん愛知啓成野球部新監督に 本学出身者：森越祐人さん

2月11日 中日新聞ほか2紙
◇スキー　全国高校大会第3日(10日・鹿角市花輪)
▽女子5㌔クラシカル　91位杉本名香実(名城大付)21分51秒3　97位梶
野愛(名城大付)22分21秒6　98位安藤香友希(名城大付)23分4秒9

附属高校

2月11日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(197)　話す力を磨く㊦　自問し考え
抜く経験を

池上彰教授

2月11日 中部経済新聞
「軽」の隣にフェラーリ!?ホワイトハウス"自由"な交流イベント盛況 学生
フォーミュラ活動もサポート将来は「聖地」に

2月12日 中日新聞(夕刊) 平成と科学　情報で世界つながった　創造力が不可欠の時代に
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

2月13日
中日新聞(可茂)ほか
1紙

「美濃太田駅周辺」最適 新市庁舎 まちづくり委が中間答申 都市情報学部：海道清信教授

2月13日 中日新聞

◇スキー　全国高校大会第4日(11日・鹿角市花輪)
▽男子10㌔クラシカル　156位伊藤悠祐(名城大付)37分25秒9　158位山
田翔(名城大付)37分38秒6　161位長瀬悠太(名城大付)38分41秒0
▽女子回転　112位深尾有妃子(名城大付)3分34秒47
◇スキー　全国高校大会最終日(12日・鹿角市花輪)
▽女子15㌔リレー(5㌔×3)　⑰名城大付(杉本、梶野、安藤)1時間7分47
秒5

附属高校

2019/03/01

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（2019年2月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

2月13日 中日新聞

◇県会長杯選手権ウエイトリフティング(10日・愛工大名電高校) 　【高校
女子】49㌔　①伴野志帆(名城大付)▽55㌔　①小林明日香(同)▽64㌔
①東咲良(名城大付)　【同男子】55㌔　①関谷颯大(名城大付)▽61㌔
②山下怜也(名城大付)▽67㌔　②加藤晴紀(名城大付)③大矢浩平(同)
▽73㌔　①坂本拓夢(同)②中凜太郎(同)▽81㌔　①祖父江月歩(名城大
付)▽89㌔　①井上隆之介(名城大付)②松浦直之(同)▽96㌔　①木下裕
介(同)▽102㌔超　①和田啓慈(名城大付)

附属高校

2月13日 ヤフーニュース(web) アジア選手権代表に山県亮太、福島千里ら
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

2月14日 中日新聞 「中日いきいき学習賞」決まる 附属高校教頭：岡充彦さん

2月14日 中日新聞

NIE 教育に新聞を 2018年度「新聞切り抜き作品」「子どもと先生の新聞」
コンクール 「切り抜き作品」入賞の皆さん㊦
<高校生の部>◇優秀賞 杉山怜愛(愛知・名城大付属高1)　◇佳作 工藤
紗良(愛知・名城大付属高1)

附属高校

2月14日 中日新聞
冬季国体2019【クロスカントリー】▽少年女子選手　杉本名香実、梶野愛
(名城大付属高)

附属高校

2月14日 中日新聞 特報　日本の「国籍」時代遅れ？ 法学部：近藤敦教授
2月14日 中部経済新聞 池上彰氏講師に経済講演会開催 蒲郡信金 池上彰教授

2月16日 中日新聞
新聞切り抜きコンクール　名古屋から優秀賞5人
体によい食品学んだ 名城大付属高1年杉山怜愛さん
労働環境 大切さ知る 名城大付属高1年水田有依莉さん

附属高校

2月16日 中日新聞
◇スキー　国体第2日(15日・札幌市サッポロテイネほか)
▽少年女子5㌔クラシカル　71位杉本名香実(名城大付高)23分10秒5
78位梶野愛(名城大付高)24分40秒2

附属高校

2月16日 中部経済新聞 赤﨑記念研究館LED展示室
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

2月16日 ★富山新聞ほか1紙
名城大の受け入れ充実 氷見市 空き家改修、滞在施設に 氷見高の空
調整備

農学部

2月17日 中日新聞 ICT起業　知恵次々と 東区　若手グループ発表会 ナゴヤドーム前キャンパス
2月17日 中日新聞 ◇緑の講演会 農学部：橋本啓史准教授
2月18日 朝日新聞 コミュニティーバス 乗り継ぎ楽々 理工学部

2月18日 中部経済新聞 AIやIoT人材発掘　市とジェトロ、名城大でイベント
ナゴヤドーム前キャンパス、理工学
部3年：光﨑志歩

2月18日 日本経済新聞
【池上彰の現代史を歩く】米国 黒人差別の歴史 社会変えた公民権運動
いまだ「分断」深く 揺り戻しも

池上彰教授

2月19日 朝日新聞
新聞を受験・教育の場で　池上彰さんインタビュー㊤　主体的に読んで
得る実り

池上彰教授

2月19日 毎日新聞
池上彰さんが語る 新聞とニュース検定の魅力
時代を読み解く力養う

池上彰教授

2月19日 中日新聞(夕刊) 紙つぶて　コーヒーと野依先生 野依良治客員教授
2月20日 日経産業新聞 iPS細胞 AIで選別　片岡製作所、レーザー活用 理工学部：堀田一弘教授

2月20日 広島ニュース(web)
広島大で無料講演、青色発光ダイオードでノーベル賞受賞・天野博士が
登壇!

天野浩特別栄誉教授

2月21日 中日新聞 中日いきいき学習賞　特別奨励賞 名城大付高教頭 岡 充彦さん 附属高校
2月21日 中日新聞 赤崎賞に伊藤氏 赤﨑勇終身教授

2月21日 朝日新聞
オーサー・ビジット　ジャーナリスト 池上彰さん 微妙な心理や感情 追体
験

池上彰教授

2月21日 日本経済新聞
大学改革シンポジウム特集「企業人の経験をいかす」
次世代の産学連携を世界視野に人材育成

池上彰教授

2月22日 中日新聞
近隣アラカルト　◇私立大研究ブランディング事業シンポジウム「世界を
変える新材料」

飯島澄男終身教授

2月22日 朝日新聞 【池上彰の新聞ななめ読み】　阿部首相の発言 正しい？冷静な確認を 池上彰教授

2月22日 ニュースイッチ(web)
ノーベル賞・天野教授「すごく良いイノベーションとずるいイノベーション
がある」

天野浩特別栄誉教授、赤﨑勇終身
教授

2月22日 毎日新聞(web)
大学倶楽部・城西大 陸上・長野陸協、今年度アワード　 山本選手らを
表彰

女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

2月22日
ニコニコニュース
(web)

日本初、紛争鉱物の最新動向やタンタル資源の国際シンポジウム「国
際タンタル・ニオブサミット2019inTOKYO」が3月6日に開催

理工学研究科：新家光雄特任教授

2月23日 読売新聞 犬山ハーフマラソンあす号砲 Vへ疾走 期待の選手
女子駅伝部、理工学部1年：鴨志田
海来さん

2月23日 中日新聞 ◆名城大付高が35万円余 附属高校

2月23日 中日新聞(夕刊) #フォトジェニック　素顔の科学者たち
野依良治客員教授、飯島澄男終身
教授、理工学部：福田敏男教授

2月23日
エキサイトニュース
(web)ほか3件

田中希実が1秒の大接戦を制す!【クロスカントリー日本選手権2019女
子】

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

2月24日 中日新聞(岐阜) 学生女流棋士 強さ魅了 岐阜 市南部コミセンで指導対局
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん

2月24日 朝日新聞ほか3紙 田中が初V クロカン日本選手権
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

2月24日 中日新聞
【ニュース池上塾】(61)　辺野古県民投票　反対上回ったら　国の方針は
変えられない

池上彰教授

2月25日 中日新聞(三重) 「大名異動は家族一緒」　三重郷土会研究会　当時の配置換え解説 谷口昭名誉教授
2月25日 朝日新聞 大学生が「津島詣でマップ」 観光客増へ「映え」スポットなど紹介 理工学部写真部、農学部写真部
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

2月25日 読売新聞
読売犬山ハーフマラソン
入賞者 10㌔◇登録女子◇②加藤綾華(三重・名城大)③井上葉南(愛
知・名城大)④小森星七(長崎・名城大)⑤塩崎葵(長野・名城大)

女子駅伝部、法学部2年：加藤綾華
さん、同1年：井上葉南さん、同2年：
小森星七さん、同3年：塩崎葵さん

2月25日 毎日新聞 名大「赤崎賞」に伊藤英人准教授 赤﨑勇終身教授

2月25日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(198)　身の回りにあふれる統計 翻
弄されぬ正しい知識を

池上彰教授

2月25日
4years#大学スポーツ
(web)

トップだけを見て名城大・高松智美ムセンビ
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

2月25日 建設通信新聞(web) 来春に基本計画策定/24年度供用、PFI検討/美濃加茂市新庁舎 都市情報学部：海道清信教授
2月26日 中日新聞 【薬のはなし】がんの痛みに医療用麻薬 卒業生：鈴木弘子さん

2月26日 中日新聞(尾張) 脇田女流一級　優しく指導　一宮出身　岐阜の交流会訪れる
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん

2月26日 毎日新聞
【教えて池上さん！】3月の注目ニュース　春は出会いと別れが交錯する
季節。絆を結び直すこともできるでしょうか。

池上彰教授

2月26日 朝日新聞
新聞「人生」考えるきっかけ　池上彰さんインタビュー㊦　気になる記事
はビリッ

池上彰教授

2月27日 中日新聞(西濃) 養老線利用者 17年度は微増　再生協会議で報告 理工学部：松本幸正教授
2月27日 読売新聞 国文化財元銭湯　熱い調査

2月28日 中日新聞(飛騨)
駅弁「栗こわい」限定復活　金山の復興バザーで2日販売　団子の形
たれで味付け

2月28日 朝日新聞 「国際芸術祭と地域創生」テーマに対談 池上彰教授
2月28日 中日スポーツ 2軍読谷組 卒業生：近藤弘基さん

2月28日 氷見市(web)
名城大学農学部連携講演会「食生活でガンの予防を目指して」を開催し
ます。

農学部：小原章裕教授
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