2019/06/01
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5月）
日付

メディア

5月1日 中日スポーツ
5月1日 中日スポーツ
5月1日 ★北海道新聞
5月2日 中日新聞ほか1紙
5月3日 中日新聞ほか1紙
5月6日 中日新聞
中日スポーツほか1
5月6日
紙
5月6日 日本経済新聞
5月7日 LIMO(web)
5月8日 中日新聞
5月8日 中日新聞
5月8日 中部経済新聞
5月10日 ★京都新聞
5月10日 東京新聞（夕刊）
京都新聞(web)ほか1
5月10日
件
5月11日 中日新聞
中日スポーツほか4
5月12日
紙

見出し・番組名など
◇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
(27日・愛院大ほか) ▽男子 名城大3-1愛大
◇ハンドボール・東海学生リーグ(27日・大同大ほか)
▽男子 中京大21-20名城大
新天皇即位
◇ハンドボール 東海学生リーグ(1日・中部大)
名城大35-22岐阜大
第72回中日文化賞 ◆ロボット工学の先進的研究と応用
◇ハンドボール 東海学生リーグ(5日・南山大ほか)
▽男子 名城大20-20愛教大
愛知大学野球春季リーグ戦 4位名城大

5月14日
5月14日
5月15日
5月15日
5月15日
5月15日
5月15日
5月17日

高校野球ドットコム
(web)
★プレジデントオンラ
イン(web)
中日新聞
毎日新聞
中日新聞
★さくらサイエンスプ
ラン(web)
産経ニュース(web)
中日新聞（尾張）

バレーボール部
ハンドボール部
卒業生：山田一仁さん
ハンドボール部
理工学研究科：福田敏男教授
ハンドボール部
硬式野球部

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（202）令和を生きる㊤ 自ら問い 答
池上彰教授
え探して
海中/水中IoTは巨大市場 水中検査やスマート水産など、ALANコンソー
シアムが始動
◇中部日本学生軟式野球リーグ(5日・藤田医科大学)
軟式野球部
愛院大8-1名城大
理工学研究科：吉野彰教授、飯島
★欧州特許庁「欧州発明家賞」候補に名城大・吉野教授
澄男終身教授
【研究現場発】 有毒ラン藻から新たな抗凝固薬
薬学部：原田健一教授
大津園児死傷事故 散歩の安全 どう確保
都市情報学部：若林拓教授
中日文化賞決定
理工学研究科：福田敏男教授
「保育園側に落ち度ない」専門家指摘 大津園児死亡事故

「名城大 全国区に」小原新学長が本社訪問
愛知大学野球 名城大 二宮2失点完投
名城大9-2東海学園大
◇バレーボール 東海大学リーグ(11日・愛院大ほか)
5月12日 中日新聞
▽男子 名城大3-0静岡産大
◇準硬式野球 東海地区大学リーグ(12日・中部大)
5月13日 中日新聞
▽最終順位②名城大
5月13日 中日新聞ほか4紙
大学野球 名城大10-0東海学園大
◇県高校総体柔道(11日・県武道館)【男子団体】②名城大付【女子個
5月13日 中日新聞
人】48㌔③水野有菜(名城大付)▽52㌔③吉沢冴奈美(名城大付)▽70㌔
②成田ひかり(名城大付)
5月13日 日本経済新聞
日本の論文引用 iPSなど上位
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（203）令和を生きる㊦ 人間として
5月13日 日本経済新聞
の志を大切に
5月13日 ヤフーニュース(web) 日大フェニックスが名城大に完封勝ち
5月13日 建設通信新聞(web) 美濃加茂市新庁舎、今秋にも最終答申/5月24日に整備手法など議論
5月13日 CBCテレビ
「あさチャン！」 「葛藤と模索」保育現場は今
西濃陸上競技強化普及記録会（6日・大垣市浅中公園陸上競技場）
5月14日 中日新聞（岐阜）
【一般高校男子】▽400㍍リレー ②名城大（楠見・早川・曽我・三摩）
◇ライフル射撃 中部学生選手権最終日(12日・愛知県総合射撃場)【男
5月14日 中日スポーツ
子】▽エアライフル立射(60発)団体 名城大1764点
◇中部日本学生軟式野球リーグ(12日・藤田医大)
5月14日 中日スポーツ
名古屋外大10-9名城大
◇バレーボール・東海大学リーグ(12日・愛院大ほか)
5月14日 中日スポーツ
▽男子 名城大3-2岐阜協立大
◇ハンドボール・東海学生リーグ(12日・岐阜大ほか)
5月14日 中日スポーツ
▽男子 名城大29-24朝日大
5月14日 中部経済新聞
【中経論壇】スリランカでの連続爆弾テロ 自分の命を自分で守る覚悟
5月14日 東京新聞(web)

掲載者

都市情報学部：若林拓教授
小原章裕学長、赤﨑勇終身教授
硬式野球部、人間学部3年：二宮依
沙貴さん
バレーボール部
準硬式野球部
硬式野球部
附属高校
飯島澄男終身教授
池上彰教授
アメリカンフットボール部
都市情報学部：海道清信教授
都市情報学部：若林拓教授
陸上競技部
ライフル射撃部
軟式野球部
バレーボール部
ハンドボール部
校友会会長、卒業生：山田弥一さん

大津園児死傷事故15日で1週間 専門家「偶然重なり被害拡大」

都市情報学部：若林拓教授

第955回「アイツがいれば勝てる」と仲間から思ってもらえるような投手
に!

硬式野球部、都市情報学部4年：磯
村翔吾さん

入学と同時に勉強しなくなる大学生の事情

池上彰教授

【ウォッチ!大学入試】愛知の16私大 対応一覧に
名大が寄付金で若手奨励賞創設
【みんなの本】誰でもできる!中1ギャップ解消法

赤﨑勇終身教授
教職センター：曽山和彦教授

インドの大学生が名城大学と日本のナノ材料研究の最先端を学ぶ

飯島澄男終身教授

園児の散歩コース、安全対策困難 住民の目届かず 大津事故1週間
ネットやスマホの依存症の危険性学ぶ 一宮で考える会

都市情報学部：若林拓教授
非常勤講師：鷲津秀樹さん

1/3

メディアで見る名城大学（2019年5月）
日付

メディア

5月17日 中日スポーツ

見出し・番組名など
こちらも逆転の可能性あり!!中京大、名城大が激突

5月17日 朝日新聞
【ニュースQ3】過労・薄給・不信 相次ぐ保育士の一斉退職
日本経済新聞ほか1
5月17日
新社長 ◇岡三にいがた証券 辻和彦氏
紙
◇中部日本学生軟式野球リーグ(12日・藤田医科大学)
5月18日 中日新聞
名古屋外大10-9名城大
5月19日 中日新聞
名城大サイエンステクノロジーセミナー
中日スポーツほか4
5月19日
愛知大学野球 ▽1回戦 中京大3-0名城大
紙
5月19日 ★東京新聞
【こちら特報部】日本なぜ多い 交通死で最多 車優先 安全軽視
中日スポーツほか4
5月20日
愛知大学野球 ▽2回戦 中京大2-1名城大
紙
◇陸上 東海学生対校選手権第1日(17日・岐阜長良川競技場)
【女子】▽1500㍍ ①加藤綾華(名城大)4分33秒25
◇陸上 東海学生対校選手権第2日(18日・岐阜長良川競技場)
5月20日 中日新聞
【女子】▽5000㍍ ①山本有真(名城大)16分32秒19
◇陸上 東海学生対校選手権最終日(19日・岐阜長良川競技場)
【女子】▽1万㍍ ①福嶋紗楽(名城大)34分42秒48
◇バレーボール 東海大学リーグ最終日(19日・愛院大)
5月20日 中日新聞
▽男子 中京大3-1名城大
▽同最終順位 ③名城大5勝2敗
◇ハンドボール 東海大学リーグ最終日(19日中部大)
5月20日 中日新聞
▽男子 名城大29-19中部大
▽同最終順位 ①名城大7勝1分け1敗
◇柔道 東海学生優勝大会(19日・愛知県武道館)
5月20日 中日新聞ほか2紙
▽男子7人制 名城大1-0皇学館大
▽女子3人制 名城大1-0皇学館大
◇県体操選手権兼国体選手権選考(11日・日本ガイシスポーツプラザ)
【少年1部男子】団体総合①名城大付高C②名城大付高A③名城大付高
B
▽個人同 ①相羽拓郎(名城大付高)②山下竜輝(同)③水谷王持(同)▽
5月20日 中日新聞
種目別ゆか ①水谷②若原慧人(同)③相羽仁人(同)▽同あん馬 ①相羽
②山下③相馬▽同つり輪 ①相羽②水谷③山下▽同跳馬 ①山下②保
田健太(同)③水谷▽同平行棒①相羽②山下③保田▽同鉄棒 ①水谷②
相羽③山下
5月20日 日本経済新聞
【池上彰の現代史を歩く】沖縄返還
◇東海大学バレーボールリーグ(18、19日・愛院大ほか)
5月21日 中日スポーツ
▽男子 愛院大3-0名城大▽同最終順位③名城大5勝2敗
◇東海学生陸上対校選手権最終日(19日・岐阜長良川競技場)
5月21日 中日スポーツ
【女子】▽1万㍍①福嶋紗楽(名城大)34分42秒18
5月21日 中日新聞
【特報】歩行者死亡 高い日本
5月21日 読売新聞ほか5紙
春の叙勲受章者 中綬章 瑞宝中綬章 下山宏元名城大学長
5月22日 中日新聞
統合失調症診断に光 タンパク質増減が鍵
◇県高校総体体操名北・名南・知多支部予選(4月30日・日本ガイシス
ポーツプラザ)
5月22日 中日新聞
【男子】▽名南団体①名城大付▽同個人 ①山下竜輝(名城大付)②水
谷王持(同)③保田健太(同)
5月22日 ★日本経済新聞
名古屋大など、次世代パワー半導体の試作を受託
BRATH
5月22日
誰しも輝くチャンスがある、そして熱いスポーツ"カバディ"
MAGAGINE(web)
★日刊工業新聞ほ
5月23日
窒化ガリウム高品質化 マグネシウムイオン注入 名大が新技術
か3紙
5月23日 中日新聞
アラカルト 名城大学農学部公開講座「食と農の安全を考える」
◇中部女子学生スポーツ射撃(11、12日・県総合射撃場)
10㍍エアライフル女子立射60発個人②都築彩夏(名城大)
5月24日 中日新聞
◇中部学生スポーツ射撃(11、12日・県総合射撃場)
10㍍エアライフル男子立射60発団体①名城大
◇県高校総体剣道名南支部(11、12日・稲永スポーツセンター)
5月24日 中日新聞
▽女子団体③名城大付
▽女子個人①鈴木菜月(名城大付)②稲垣祐里乃(名城大付)
5月24日 建設通信新聞(web) 今夏設計業務委託へ/近く審議会が市長に答申/島田市新庁舎等整備
5月25日 朝日新聞
オーサー・ビジット2019 心が弾む ユニーク授業
5月25日 毎日新聞(web)
「運動会」といえば…「春」それとも「秋」 地域差くっきり
5月25日 メ～テレ
「サクセス」 生涯、学びを楽しむ
5月26日 中日新聞
マナビバ 高校 「総合的な探究」22年度から開始
★北日本新聞ほか1
5月26日
棚田オーナーが田植え
紙
◇弓道 東海学生選手権最終日(２６日・ドルフィンズアリーナ)
5月27日 中日新聞ほか1紙
▽男子団体決勝 名城大A29-25名城大B
◇県高校総体柔道(25日・県武道館)
5月27日 中日新聞
【女子団体】③名城大付 【男子個人】60㌔②畑中幸輝(名城大付)③横
田光史(同)▽73㌔②松岡主税(同)
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（204）働く上で大切なこと㊤ 信頼
5月27日 日本経済新聞
築いて 人脈広く
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掲載者
硬式野球部、安江均監督
経済学部：蓑輪明子准教授
卒業生：辻和彦さん
軟式野球部
理工学研究科：福田敏男教授
硬式野球部
都市情報学部：若林拓教授
硬式野球部
女子駅伝部、法学部」3年：加藤綾
華さん、人間学部1年：山本有真さ
ん、法学部1年：福嶋紗楽さん

バレーボール部
ハンドボール部
柔道部

附属高校

池上彰教授
バレーボール部
女子駅伝部、法学部1年：福嶋紗楽
さん
都市情報学部：若林拓教授
下山宏名誉教授
薬学部
附属高校
天野浩特別栄誉教授

天野浩特別栄誉教授
農学部
ライフル射撃部

附属高校
都市情報学部：海道清信教授
池上彰教授
理工学部：石井仁教授
立花貞司理事長
附属高校
農学部：平児慎太郎准教授、農学
部3年：保田浩介さん
弓道部
附属高校
池上彰教授

メディアで見る名城大学（2019年5月）
日付
メディア
5月28日 読売新聞ほか1紙
5月28日 中日新聞
5月28日 中日新聞ほか1紙
5月28日 朝日新聞ほか2紙
5月29日 中日新聞
中日新聞(夕刊)ほか
5月29日
2紙
5月30日 中日新聞
5月30日 ★富山新聞ほか1紙
5月30日 中日新聞(web)
5月31日 中日新聞
5月31日 中日新聞ほか1紙
5月31日 朝日新聞
5月31日 日経産業新聞

見出し・番組名など
風力規制条例 直接請求
◇東海学生卓球春季リーグ(19日まで・一宮市総合体育館)
【男子】3部 ⑥名城大 ▽入れ替え 名城大4-2静岡県立大
【女子】2部 ⑤名城大
◇水泳 中部学生短水路選手権(26日・愛院大)
【女子】▽50㍍背泳ぎ①山本咲良(名城大)
愛知大学野球 全日程が終了
▽最終成績 ④名城大
アラカルト 名城大学校友会市民公開講座

校友会

「時代切り開く力に」 中日文化賞 3人と1団体に贈呈

理工学研究科：福田敏男教授

中日春秋
食肉加工の仕組み学ぶ 名城大教授が講座 氷見校生、試作前に
食肉加工 氷見高生学ぶ 名城大教授が出前講義
【カルチャー】中日文化賞贈呈式 受賞者のメッセージ

掲載者
人間学部：谷口義則教授
卓球部
水上競技部、人間学部3年：山本咲
良さん
硬式野球部

理工学研究科：福田敏男教授
農学部：林利哉教授
農学部：林利哉教授
理工学研究科：福田敏男教授
硬式野球部、法学部1年：小林大介
大学野球 愛知春季リーグ表彰選手
さん
池上彰の新聞ななめ読み 欧州議会で見えたもの EU懐疑派の定着 な 池上彰教授
科学に逆風、活路模索－炭素繊維広がる用途、カーボンナノチューブ、
量産開始、進む実用化
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