
メディアで見る名城大学（2019年4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
4月1日 日本経済新聞 池上さん・黒田さん特別講演㊤ 人生 壁でこそ成長できる 池上彰教授
4月2日 中日新聞 岡本清郷さん　死去 元教職員：岡本清郷さん
4月2日 日本経済新聞 日本初新素材、中国で量産 飯島澄男終身教授

4月2日 毎日新聞
【教えて池上さん！】 旬なトピック　英国のEU離脱 なぜ混乱?　北アイル
ランド問題 貿易・往来の自由失い 独立運動再燃の恐れ

池上彰教授

4月3日 中部経済新聞
【研究現場発】　地震国でも高層木造建物の可能性　制振構造で木造を
高耐震に

理工学部：松田和浩准教授

4月2日 新周南新聞社(web) 【県議選】周南市区立候補者インタビュー 卒業生：坂本心次さん
4月2日 ヤフーニュース(web) 選手が球場外で感謝 引退したイチローの"見えない貢献" 外国語学部：鈴村裕輔准教授

4月3日 日本経済新聞 一歩踏み出すあなたに②　よくすることを見つめよう
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

4月3日 中日スポーツ
◇東海大学バドミントン選手権(1日・名古屋市天白SC)
▽男子　愛知淑徳大3-0名城大　中京大3-0名城大

バドミントン部

4月3日 中部経済新聞 【中経論壇】チャレンジ支援プログラム　世界に目を向ける学生たち 卒業生、校友会会長：山田弥一さん

4月4日 中日新聞
◇準硬式野球 東海地区大学リーグ(3日・パロマ瑞穂)
名城大6-2名商大

準硬式野球部

4月5日 中日新聞ほか1紙

◇バドミントン 東海大学選手権(2日・名古屋市天白SC)
▽男子　日福大3-1名城大　岐阜大3-1名城大
◇バドミントン 東海大学選手権最終日(3日・名古屋市天白SC)
▽男子 愛工大3-1名城大　▽同最終順位　⑥名城大5敗
◇バドミントン 東海大学選手権入れ替え戦(4日・名古屋市天白SC)
▽男子 名大3-2名城大　▽女子　名城大3-2愛大(名城大は1部昇格）

バドミントン部

4月5日 朝日新聞ほか1紙 愛知大学野球　春季リーグ　あす開幕戦 硬式野球部

4月6日 中日スポーツ 栗林の後継期待 名城大横尾腕ぶす
硬式野球部、経営学部１年：横尾虎
之介さん、安江均監督、卒業生：山
内壮馬さん、同：栗林良吏さん

4月6日 中日新聞(夕刊) 令和初の頂点へ 春季リーグ開幕　愛知大学野球
硬式野球部、経済学部4年：加納崇
登さん

4月7日 朝日新聞ほか3紙
春季リーグ開幕　愛知大学野球
▽1回戦 愛工大12-5名城大

硬式野球部

4月8日 読売新聞ほか3紙 新県議の顔ぶれ 無投票当選者
卒業生：新海正春さん、同：水谷満
信さん、同：稲本和仁さん

4月8日 読売新聞ほか3紙 新市議の顔ぶれ

卒業生：浅井康正さん、同：中田千
津子さん、同：藤田和秀さん、同：澤
田仁実さん、同：岩本崇宏さん、同：
佐藤亜子さん

4月8日 日本経済新聞 池上さん・黒田さん 特別講演㊦ 池上彰教授

4月8日 中日新聞ほか2紙
愛院大、名城大1勝1敗に
 ▽パロマ瑞穂　名城大3-1愛工大

硬式野球部

4月8日 中日スポーツ 1失点完投勝利　名城大・二宮
硬式野球部、人間学部3年：二宮依
沙貴さん、安江均監督

4月8日 中日新聞ほか1紙
◇ハンドボール 東海学生リーグ(7日・南山大ほか)
▽男子　名城大24-10南山大

ハンドボール部

4月8日 ★中日新聞(静岡) 浜松市議選の当選者 卒業生：柳川樹一郎さん
4月8日 ★中日新聞(静岡) 最大支持基盤固め9選 卒業生：柳川樹一郎さん

4月8日 ★中日新聞(岐阜) 県議選開票結果 無投票当選者
卒業生：澄川寿之さん、同：小原尚
さん

4月9日 中日新聞 68人に当選証書 卒業生：澤田仁実さん
4月9日 朝日新聞 助成打ち切り 私大反発 最長5年 文科省、贈収賄事件後に
4月9日 朝日新聞 助成中止 職失う研究者も 若手育成の矢先「汚職のあおり」 赤﨑勇終身教授

4月9日 中日新聞ほか3紙
愛工大と愛院大 ともに勝ち点1
▽パロマ瑞穂 愛工大6-2名城大

硬式野球部

4月9日 中日新聞

◇県高校スキー選手権(3月30、31日・長野県志賀高原スキー場)
【アルペン】男子スラローム　③伊藤祭(名城大付)　▽女子同　②深尾有
妃子(名城大付)　【クロスカントリー】女子クラシカル5㌔　①安藤香友希
(名城大付)

附属高校

4月9日
4years#大学スポーツ
(web)

名城大・加世田梨花 自分と向き合い、世界へ挑む
女子駅伝部、法学部2年(当時)：加
世田梨花さん、監督・法学部：米田
勝郎教授

4月10日 中日新聞(知多) 空き家を生かして遊ぼう　半田・亀崎　名城大生が親子招き講座
理工学部4年：加藤駿一さん、同：生
田京子教授

4月10日 朝日新聞 名古屋市議選 減税躍進
卒業生：浅井康正さん、同：藤田和
秀さん、同：澤田仁実さん、

4月10日 朝日新聞(三重) ホールあり過ぎ？ 平成の大合併　津はいま㊤ 都市情報学部：昇秀樹教授

4月10日 中日新聞
◇準硬式野球 東海地区大学リーグ(9日・愛知県森林公園野球場)
中京大9-1名城大

準硬式野球部

2019/05/01

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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4月10日 日本経済新聞 平成と中部　名大からノーベル賞5人　「師弟の絆」「自由な校風」
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

4月11日 中日新聞 海の再生目指して研究取り組み報告
総合学術研究科：中田喜三郎特任
教授

4月11日
朝日新聞デジタル
(web)

ゴーン氏夫妻で注目「重国籍」って？5つ以上持つ人も 法学部：近藤敦教授

4月11日
朝日新聞デジタル
(web)

GABA、日本陸上競技連盟認定第5期「ダイヤモンドアスリート」の英会
話力向上をサポート

女子駅伝部、外国語学部2年：髙松
智美ムセンビさん

4月12日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(11日・パロマ瑞穂)
名城大8-1愛大

準硬式野球部

4月12日 岐阜新聞(web) 町村議なり手不足「議員報酬だけでは食べていけない」 都市情報学部：昇秀樹教授
4月13日 中日新聞(知多) 全国バレエ　うれしい入賞 附属高校

4月14日 中日スポーツ
◇東海学生ハンドボールリーグ(13日・名古屋市稲永SC)
▽男子　名城大32-20学泉大

ハンドボール部

4月15日 中日新聞(夕刊) 立川三四桜落語会 卒業生：加古亮さん

4月16日 中日新聞
◇ナゴヤユニバーシティカップ弓道(7日・日本ガイシスポーツプラザ弓道
場)

弓道部、農学部3年：山口彩瑛さん

4月16日 中日新聞
◇中部日本学生軟式野球リーグ(7日・藤田医科大学)
名城大9-5三重大

軟式野球部

4月16日 中日新聞 大学生のための特別講演会 池上彰教授
4月16日 中日新聞 統一地方選2019　中部3県 無投票相次ぐ 都市情報学部：昇秀樹教授
4月17日 教育学術新聞 新理事長・学長 小原章裕学長
4月18日 朝日新聞 「犬の殺処分ゼロ」元SKE訴え 卒業生：桑原瑞希さん
4月18日 毎日新聞 8月開幕「あいちトリエンナーレ」名古屋でプレイベント 池上彰教授
4月18日 リセマム(web) 受験生が関心を持った大学、東日本は明大…全国1位は?
4月19日 中日新聞 増える外国人児童　指導など課題議論　県総合教育会議 経済学部：伊藤志のぶ教授

4月19日 中日新聞
準硬式野球 東海地区大学リーグ(18日・パロマ瑞穂)
名城大6-6愛院大

準硬式野球部

4月19日 中日新聞 名古屋で来月15日 池上彰さん講演会 池上彰教授
4月19日 中部経済新聞 名城大学の小原章裕学長 就任あいさつで本社来訪 小原章裕学長

4月20日 中日新聞
準硬式野球 東海地区大学リーグ(19日・パロマ瑞穂)
名城大9-6愛院大

準硬式野球部

4月20日 中日新聞(夕刊) 特別講座 ニュースから世界を読む 池上彰教授
4月20日 毎日新聞 開かれた新聞委員会2019 池上彰教授
4月20日 ＮＨＫ総合 「チコちゃんに叱られる」始球式で打者が空振りするのはなぜ？ 外国語学部：鈴村裕輔准教授

4月20日 神戸新聞NEXT(web) 兵庫リレーカーニバル＜女子GP展望＞
女子駅伝部、理工学部2年：和田有
菜さん

4月21日 中日新聞
マナビバ 大学 ぼっちもつながりも大切 学生食堂に一人席　新入生対
象に合宿

薬学部2年：岡田彩花さん

4月21日 読売新聞ほか3紙
愛知大学野球　春季リーグ戦(20日・パロマ瑞穂)
中部大2-1名城大

硬式野球部

4月21日 中日スポーツ
◇中部日本学生軟式野球リーグ(20日・藤田医大)
鈴鹿医療科学大11-1名城大

軟式野球部

4月21日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生ハンドボールリーグ(20日・大同大)
▽男子　名城大35-19愛大

ハンドボール部

4月21日 CBCテレビ 日曜劇場「集団左遷!!」美術協力 名城大学
4月22日 中日新聞 東海学園大、中部大 勝ち点1 硬式野球部

4月22日 中日新聞(静岡)
バレーボール　東海大学リーグ(21日・愛院大ほか)
名城大3-1大同大

バレーボール部

4月22日 東京新聞 陸上　アジア選手権開幕
女子駅伝部、外国語学部2年：髙松
智美ムセンビさん

4月22日 朝日新聞ほか2紙
◇愛知大学野球(21日、パロマ瑞穂)
▽2回戦　中部大3-0名城大

硬式野球部

4月22日 ★中日新聞(滋賀) 立命大が大会27連覇 ひょうたんボウル名城大に14-13 アメリカンフットボール部
4月22日 日本経済新聞 【池上彰の現代史を歩く】あさま山荘事件 池上彰教授
4月22日 大学ジャーナル(web) 受験生が関心持つ大学1位、関東は早稲田大学、近畿は関西大学

4月22日
沖縄タイムプラス
(web)

山県、桐生が予選突破　陸上アジア選手権が開幕
女子駅伝部、外国語学部2年：髙松
智美ムセンビさん

4月23日 中日新聞(可茂) 新庁舎の規模、機能 議論へ 美濃加茂 まちづくり委が今年度初会議 都市情報学部：海道清信教授

4月23日 中日スポーツ
◇東海大学バレーボールリーグ(21日・愛院大ほか)
▽男子　名城大3-1大同大

バレーボール部

4月23日 中日新聞
◇中部日本学生軟式野球リーグ(20日・藤田医大)
鈴鹿医療科学大11-1名城大

軟式野球部

4月23日 中日新聞 ISに共鳴　過激思想流入　スリランカ爆破テロ
外国語学部：アーナンダ・クマーラ
教授

4月23日 北海道テレビ放送 「イチオシ!!」信号のない横断歩道 薬学部：マーク・リバック准教授
4月23日 ニフティニュース DeNAも"オープナー制"実らず データ野球浸透の壁を識者指摘 外国語学部：鈴村裕輔准教授
4月24日 日本経済新聞 大学、10連休に苦慮

4月24日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(23日・パロマ瑞穂)
名城大2-1中部大

準硬式野球部

4月24日 中日新聞
第10回中日新聞社広告大賞　◇読者が選ぶ中日新聞広告賞部門賞
文化・教養　名城大学

4月24日 医療NEWS(web) 4および6因子からなる「統合失調症」の予測モデルを構築－名大ら
薬学部：野田幸裕教授、吉見陽助
教、山田真之亮研究員
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4月25日 中日新聞
◇準硬式野球 東海地区大学リーグ(24日・パロマ瑞穂)
名城大6-4中部大

準硬式野球部

4月26日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(25日・パロマ瑞穂)
愛大10-9名城大

準硬式野球部

4月26日 朝日新聞 池上彰の新聞ななめ読み　スリランカのテロ　犯行組織像　どう書くか 池上彰教授
4月26日 中日新聞 こうなる新時代　科学技術の過去、現在、未来－　野依良治さんに聞く 野依良治客員教授

4月26日 中日新聞 こうなる新時代　平成のノーベル街道受賞者
赤崎勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授、野依良治客員教授

4月26日
紀伊民報
AGARA(web)

「平成」時代のブレークスルー：世界で最も引用された平成時代の日本
の論文Top20

飯島澄男終身教授

4月26日 建設通信新聞(web) 夏に基本設計着手/22年度末の完成目指す/島田市新庁舎 都市情報学部：海道清信教授

4月27日 中日新聞 マナビバ 大学 by学生スタッフ 18歳選挙権 初の統一地方選
法学部3年：小島大世さん、薬学部2
年：岡田彩花さん

4月28日 中日新聞ほか3紙
名城大と愛工大先勝
愛知春季L 名城大15-7愛院大

硬式野球部

4月28日 中日新聞
【ニュース池上塾】(63)　選挙カーの必要性は　「戸別訪問禁止」の代わ
り

池上彰教授

4月28日 中日進学ナビ(web) 愛知大学野球 春季リーグ 愛工大&名城大 猛打で先勝 硬式野球部

4月29日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（201）平成から令和へ　自国主義
に揺れる世界

池上彰教授

4月29日 中日新聞(静岡)
バレーボール　東海大学リーグ(27日・愛院大ほか)
▽男子　名城大3-1愛大

バレーボール部

4月29日 中日新聞

◇県春季ウエイトリフティング(21日・愛工大名電高校)
【高校女子】49㌔①伴野志帆(名城大付)　【高校男子】55㌔①関谷颯大
(名城大付)　▽67㌔①大矢浩平(名城大付)②後藤柊平(同)　▽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松浦
直之(名城大付)　▽102㌔①和田啓慈(名城大付)
◇県高校総体柔道名南支部予選(20日・県武道館)
男子　①名城大付　▽女子　①名城大付

附属高校

4月29日 朝日新聞ほか2紙 ◇愛知大学野球(28日、名城大日進)　▽2回戦　愛院大8-2名城大 硬式野球部
4月29日 読売新聞 平成300の顔＜中＞ 野依良治客員教授

4月30日 読売新聞 平成300の顔＜下＞
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

4月30日 中日新聞
バレーボール 東海大学リーグ(28日・愛院大ほか)
▽男子　名城大3-0朝日大

バレーボール部

4月30日 中日新聞ほか3紙
大学野球　名城大が勝ち点1
名城大9-4愛院大

硬式野球部

4月30日 朝日新聞(夕刊) 数字で30年を振り返ると　1万1086人→3532人　交通事故死者 元教職員：津川定之さん
4月30日 ニフティニュース 平成の時代にメジャーの常識を覆したイチローと大谷翔平の"価値" 外国語学部：鈴村裕輔准教授
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