
メディアで見る名城大学（2019年3月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
3月2日 日本経済新聞 学生の就活 中部でも本格スタート 「人財」確保へ企業競う
3月2日 読売新聞 就活 薄れる「解禁」日 売り手市場 進む形骸化
3月2日 毎日新聞 「あいちトリエンナーレ」開幕まで5ヵ月 プレイベント対談 池上彰教授
3月2日 日本経済新聞(夕刊) ストーリー～中部発～ 東北の今 撮って支える 卒業生：三浦寛行さん

3月3日 中日スポーツ
◇スキー 中部日本学生選手権第1日(2日・長野県幅岩岳)　【男子】▽12
㌔リレー　①名城大(岡嶋、臼井、杉山、河本)55分8秒0

スキー部

3月5日 中日新聞 ★名古屋銀が愛工大と協定

3月5日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック　大統領の非常事態宣言って? 国境に
壁建設実現へ 予算を使えるように 強力な権力を発動

池上彰教授

3月5日 中日新聞 【薬のはなし】　コレステロールを抑制 卒業生：宮嶋貴美さん

3月5日 中部経済新聞
【研究現場発】　多文化共生時代の人権 国際的な移民政策研究のフロ
ンティア

法学部：近藤敦教授

3月5日 中部経済新聞 【中経論壇】　大麻検挙者の急増 "誘われて"使用する若者」 卒業生、校友会会長：山田弥一さん
3月6日 中日新聞 ノーベル賞の3人 来月名古屋で講演 日本医学会総会 天野浩特別栄誉教授
3月8日 中日新聞 トヨタの実直な「番頭」 岩崎さん死去 自工会長でも手腕 名誉顧問(元理事長)：岩崎正視さん
3月8日 中日新聞ほか5紙 岩崎正視さん死去 93歳 トヨタ元副会長 名誉顧問(元理事長)：岩崎正視さん
3月8日 中日新聞 ◇中日書きぞめ展入賞者 ▽名誉会長賞 石川朋佳(名城大付高) 附属高校

3月8日 中京テレビ
読売犬山ハーフマラソン　走魂2019　村上佳菜子がハーフマラソンに挑
戦

女子駅伝部

3月8日 テニスマガジン(web)
田中秀明(中京大１年)と木下夏芽(名城大1年)が優勝、木下は単複2冠
[H31東海学生新進戦]

硬式庭球部、理工学部1年：木下夏
芽さん

3月9日 朝日新聞(大阪) ダブル選 疑問と期待 都市情報学部：昇秀樹教授
3月9日 読売新聞(web) <下>現職に対抗 戦略カギ 都市情報学部：昇秀樹教授

3月11日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(199)　3.11の記憶　後世への教訓
どう伝える

池上彰教授

3月12日 中日新聞 【薬のはなし】中性脂肪はフィブラート系 卒業生：宮嶋貴美さん

3月12日 テレビ東京
「ガイアの夜明け」シリーズ「命の現場が危ない!」第2弾～看護師・保育
士"絶望職場"を救え

経済学部：蓑輪明子准教授

3月12日 NHK沖縄 「おきなわ HOT eye」　高齢ドライバー事故 浮かぶ課題 理工学部：中野倫明教授
3月13日 日本経済新聞 八代健三郎氏　死去 名誉顧問：八代健三郎さん
3月13日 中日スポーツ 愛院大VSジェイプロジェクトで開幕 硬式野球部

3月13日 日本経済新聞 エア・ウォーター　人事異動(2019年6月26日発令) 卒業生：豊田喜久夫さん

3月13日 教育学術新聞
アルカディア学報642　実効性ある戦略プランの策定に向けて-KPI指標
の活用-

学長室事務部長：鶴田弘樹さん

3月13日 福島民友(web)
<写真展のご案内>風景写真に革命をもたらしたパイオニア 写真家の竹
内敏信の日本縦断'桜'紀行

卒業生：竹内敏信さん

3月14日 中日新聞
中部日本個人・重奏コンテスト堂々演奏 日進と西尾で県大会　◇本大
会進出者 【高校】西川真由(名城大付)

附属高校

3月15日 東海テレビ 「ニュースOne」女２人逮捕 死亡にも関与か 豊田知人女性の遺体遺棄 人間学部：原田知佳准教授
3月16日 中日新聞 統一地方選2019　県議選　無風の訳は 都市情報学部：昇秀樹教授

3月16日 中日新聞(夕刊)
昭和の色彩 次代も輝け　矢橋六郎さんモザイク画　名城大体育館　保
存を求める声

八事キャンパス体育館、薬学部：平
松正行教授

3月16日 中日新聞(web) 次代も輝け昭和の色彩 矢橋六郎さんモザイク画
八事キャンパス体育館、薬学部：平
松正行教授

3月17日 毎日新聞
◇東海社会人・愛知大学野球対抗戦(16日・パロマ瑞穂野球場)　名城
大2-6王子

硬式野球部

3月17日
ヤフーニュース(web)
ほか2件

大東文化大1年　の鈴木優香が優勝　1年分の飛躍示した終盤の強さ
日本学生女子ハーフマラソン

女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん

3月17日 建設通信新聞(web)
【デザインレビュー2019】プロの建築家らが学生の作品を テーマ「繁花」
最優秀に折山さん

理工学部4年：市川和樹さん

3月18日 日本経済新聞 池上彰の現代誌を歩く ハリウッドの光と影 池上彰教授

3月18日 毎日新聞 さらなる高みへ 21日から社会人野球東海東海地区主木大会
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

3月18日 ★山陰中央新報 鈴木が優勝 大学生7年ぶり まつえレディースハーフマラソン
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん

3月19日 中日新聞 【薬のはなし】「ジェネリック」メリット大 卒業生：宮嶋貴美さん
3月19日 中日新聞(三重) 統一地方選2019　みえ　議会を身近に　地方自治の先進地から 都市情報学部：昇秀樹教授

3月20日
中日スポーツほか2
紙

2019プロ野球選手名鑑
卒業生：蔵本英智さん、同：近藤弘
基さん、本学出身者：森越祐人さん

3月21日 中日新聞（なごや東） スポーツ功労者決まる
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん、附属高校

3月21日 名古屋テレビ 「UP!」新発見 巨匠矢橋六郎 幻のモザイク画 誰でも見られる
八事キャンパス、薬学部：平松正行
教授

3月22日 中日新聞（三重） 統一地方選挙2019　みえ　知事選　舌戦幕開け　描く三重の行方は 都市情報学部：昇秀樹教授
3月22日 ★読売新聞（奈良） 岐路㊦なら知事選 現職に対抗 戦略カギ 都市情報学部：昇秀樹教授

2019/04/01

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3月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
3月22日 日刊工業新聞(web) 立命館大と名城大、香る空気法開発　映画館などに提案 理工学部：柳田康幸教授
3月22日 サンスポ.com(web) 名城大－愛工大で開幕、4月6日 愛知大学野球リーグ 硬式野球部

3月23日 中日新聞
県高校優勝野球大会名古屋地区1次予選（22日・享栄高校ほか）　名城
大付属14-0名古屋工

附属高校

3月24日 朝日新聞 名城大生4人に感謝状
ボランティア協議会、法学部4年：井
本有哉さん、理工学部：田嶋尚登さ

3月24日 中日新聞 【ニュース池上塾】(62)　児童相談所とは　苦しむ子ども守る必要 池上彰教授

3月24日 中日新聞（岐阜）
統一地方選2019　ぎふ　自治って何(3)　合併で地域格差　守れるのか
住民の足

都市情報学部：昇秀樹教授

3月25日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】(200)　常に疑問を持とう　「自分の
頭で考える」大切に

池上彰教授

3月25日 中日スポーツ 若者に熱い訴え 池上彰教授

3月25日 中日新聞
◇県高校優勝野球大会名古屋地区1次予選(24日・享栄高校ほか)　中
京大中京10-0名城大付

附属高校

3月25日 中日新聞
◇重量挙げ第1日(24日・金沢市総合体育館)
▽男子61㌔級　⑨大矢浩平(名城大付)201㌔(スナッチ88、ジャーク113)

附属高校

3月26日 毎日新聞
【教えて池上さん！】4月の注目ニュース　新元号いよいよ発表 有識者
懇談会に複数の案を示し閣議で決めます

池上彰教授

3月26日 読売新聞 名大4030人卒業 赤崎勇終身教授

3月26日 中日新聞
◇重量挙げ第2日(24日・金沢市総合体育館)
▽男子73㌔級　⑤中凜太郎(名城大付)226㌔(スナッチ97、ジャーク129)
▽同81㌔級　⑥祖父江月歩(名城大付)242㌔(108、134)

附属高校

3月26日 中日新聞
◇県高校優勝野球大会名古屋地区1次予選(25日・享栄高校ほか)　大
同大大同10-5名城大付

附属高校

3月26日 ミクスOnline(web) 第104回薬剤師国家試験　合格率は70.91%　合格者数は1万人超
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