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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6月）
日付
メディア
6月1日 中日新聞(東三河)
6月1日 中日新聞(静岡)
6月1日
6月2日
6月3日
6月3日
6月3日
6月3日
6月4日
6月4日
6月5日
6月5日
6月5日
6月7日
6月7日
6月8日
6月9日

見出し・番組名など
掲載者
奥三河の名城大OB 東栄町遊歩道清掃 設楽城跡見学も
卒業生：丸山繁治さん
島田市役所 新庁舎事業費は87億円 整備基本計画 審議会は答申書 都市情報学部：海道清信教授
日本の大学生活が大きく変わる？大学１年生から就活をすべき時代が
ヤフーニュース(web)
来たのか？
女子駅伝部、外国語学部2年：髙松
東海テレビ
ミライ☆モンスター
智美ムセンビさん
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（205）
日本経済新聞
池上彰教授
働く上で大切なこと㊦ 経験は必ず役に立つ
日本経済新聞
AI自ら仮説・検証 研究自動化 技術開発速く
天野浩特別栄誉教授
◇県高校総体体操(5月25日・日本ガイシスポーツプラザ)
【男子】団体総合①名城大付▽個人同 ①相羽拓郎(名城大付)②山下
中日新聞
竜輝(同)③水谷王持(同)保田健太(同)▽種目別ゆか 山下▽同あん馬 附属高校
相羽▽同つり輪 相羽▽同跳馬 山下▽同平行棒 相羽▽同鉄棒 山
下
★中日新聞
中日歌壇 小島ゆかり 選
卒業生：風間勝治さん
【教えて池上さん！】旬なトピック 多くの人の気分次第 指数3種で動向
毎日新聞
池上彰教授
表示 消費増税で悪化懸念
【研究現場発】令和の農業政策の大局観 AI活用いによる「規模の経済」
中部経済新聞
農学部：磯前秀二教授
に焦点を
建設通信新聞(web) 夏に基本設計着手/延べ1.3万㎡免震導入/島田市新庁舎整備
都市情報学部：海道清信教授
教育学術新聞
春の叙勲・褒章
下山宏名誉教授
中日新聞
令和元年度環境保全功労者等環境大臣表彰
小島仲夫名誉教授
毎日新聞
都市対抗野球 トヨタもドーム切符
卒業生：栗林良吏さん
女子駅伝部、理工学部2年：和田有
ヤフーニュース(web)
女子1500mは名城大・和田有菜がまくって初V 学生個人選手権
菜さん、外国語学部2年：髙松智美
ほか2件
ムセンビさん
女子駅伝部、理工学部2年：和田有
中日新聞ほか2紙
女子1500㍍和田V 日本学生個人選手権
菜さん、外国語学部2年：髙松智美
ムセンビさん
中日新聞(信州)
スポットライト 現場 豊丘村長VS議会 譲らぬ主張
都市情報学部：昇秀樹教授

6月11日 中日新聞

この人

卒業生：沖允人さん

◇県高校7人制ラグビー(1日・パロマ瑞穂ラグビー場)
6月11日 中日新聞
1回戦 昭和19-0名城大付
6月11日 ヤフーニュース(web) 観客を襲うファウルと「フライボール革命」の因果関係
6月12日 メ～テレ
「ドデスカ！」 あらゆるサーチ 若者のイヤホン事情
6月13日 中部経済新聞
【中経論壇】高齢者の交通死亡事故
6月13日 日刊工業新聞
【新学長に聞く2019】100周年に向け 全員が勉強
第10回中日新聞社広告大賞 一般紙の部 読者が選ぶ中日新聞広告賞
6月14日 中日新聞
部門賞
6月14日 メ～テレ
「アップ！」 ニュース ピックアップ 「保育士一斉退職」
6月15日 中日新聞
空き家撤去 行政代執行へ 安城市、特措法で県内初
6月16日 朝日新聞
先端人 宗教儀礼の「空間」読み解く
6月16日 朝日新聞
奈良・奥大和の地域づくり学ぶ
6月16日 ★中日新聞(尾近知) 名城大学農学部農場 学生ら250人田植え
6月16日 朝日新聞ほか3紙
第101回全国高校野球選手権愛知大会 Ｄブロック
朝日新聞デジタル
6月16日
名城大生ら地域づくり学ぶ「奥大和アカデミー」
(web)
6月17日 読売新聞
中部大春日丘・伊藤さんV 高校竜王戦県大会
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（206）
6月17日 日本経済新聞
学びなおしが育む㊤ 知への好奇心は若さの源
◇知立市かきつばた杯女子剣道(2日・福祉体育館)
6月17日 中日新聞
▽大学・一般③名城大A、名城大B
◇県高校総体バレー(5月26日まで・三好公園体育館ほか)
【女子】1回戦 名城大付2-0大府▽2回戦 名城大付2-0西陵▽準々決勝
6月17日 中日新聞
豊川2-0名城大付【男子】1回戦 名城大付2-0豊▽2回戦 半田2-1名城
大付
◇県高校総体ウエイトリフティング(5月26日・愛工大名電高校)
【男子】55㌔ ①関谷颯大(名城大付)▽61㌔ ①山下怜也(同)▽67㌔
①大矢浩平(同)②後藤柊平(同)③三田佑斗(同)▽73㌔ ①中凜太郎
6月17日 中日新聞
(同)▽81㌔ ②祖父江月歩(同)▽89㌔ ①井上隆之介(同)③松浦直之
(同)▽102㌔超 ①和田啓慈(同) 【女子】45㌔ ①伴野志帆(名城大付)
▽55㌔ ①人見那桜(同)③小林明日香(同) 【団体】男子 ①名城大付
▽女子 ①名城大付
今秋に方向性決定/美濃加茂市新庁舎 基本計画は3月/未来のまちづ
6月18日 建設通信新聞(web)
くり委
6月19日 毎日新聞
新聞配達に関するエッセイコンテスト
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附属高校
外国語学部：鈴村裕輔准教授
天白キャンパス
卒業生、校友会会長：山田弥一さん
小原章裕学長
経済学部：蓑輪明子准教授
法学部：庄村勇人教授
理工学部：米澤貴紀助教
附属農場
附属高校
経営学部1年：中山智弘さん
ナゴヤドーム前キャンパス
池上彰教授
剣道部
附属高校

附属高校

都市情報学部：海道清信教授
池上彰教授

メディアで見る名城大学（2019年6月）
日付
メディア
6月19日 メ～テレ

6月20日 中日新聞(夕刊)
6月21日 メ～テレほか1件

見出し・番組名など
掲載者
「ドデスカ！」 あらゆるサーチ 名古屋で雨あるある調査
人間学部：畑中美穂准教授
「リチウムイオン電池」生みの親、旭化成・吉野氏が欧州発明家賞にノミ
理工学研究科：吉野彰教授
ネート
女子駅伝部、法学部4年：向井智香
東京五輪・パラリンピック 県強化指定選手に319人
さん、バレーボール部、経営学部3
年：田代至さん
「岐大新聞」創刊 身近な問題取材 確かな情報 学生に届け
「ドデスカ！」 "リチウム"吉野彰教授に欧州発明家賞
理工学研究科：吉野彰教授

6月21日 中日新聞ほか3紙

名城大・吉野教授に欧州発明家賞

6月19日 日刊工業新聞(web)
6月20日 中日新聞

CBCニュース(web)ほ
欧州発明家賞に吉野彰・名城大教授 リチウムイオン電池技術で貢献
か7件
6月21日 日刊工業新聞(web) 欧州発明家賞、受賞の吉野氏「好奇心で研究持続」
6月22日 ★東京新聞
定年後の再雇用「ザル法」
柔道学生優勝大会 【女子3人制】▽準々決勝 早大2-1名城大 ◇優秀
6月23日 毎日新聞
選手 大山美穂(名城大) 【男子1回戦勝利校】名城大
6月23日 CBCテレビ
日曜劇場「集団左遷!!」美術協力
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（207）
6月24日 日本経済新聞
学びなおしが育む㊦ 長い人生に備える力に
高校放送コンテスト 県大会6部門で競う
6月24日 中日新聞
【朗読】最優秀 山田真希(名城大付)
◇全日本ジュニア柔道体重別選手権予選(8日・県武道館)
6月24日 中日新聞
【女子】52㌔ ③吉沢冴奈美(名城大付高)
6月25日 中日新聞
小形風力施設の規制 条例制定へ直接請求 美浜の住民グループ

6月21日

6月25日 中日新聞

服 長く着て環境負荷減らそう 名城大で修理イベント

6月25日 朝日新聞
6月25日 @Press(web)

実習生と語り 膨らむ将来像
カナダ薬剤師セミナー&英語でドーピングカーディアン
中部発 スタートアップ最前線②
起業支援、大学の垣根越え 研究費・学生確保に背水の陣
スタートアップ②大学発ベンチャー続々
交通安全PR エース"登板"
全国高校野球選手権愛知大会
第101回全国高校野球選手権愛知大会
◇東海高校重量挙げ大会第1日(22日・清水ナショナルトレーニングセン
ター)
【女子】▽45㌔級 伴野志帆(愛知・名城大付)97㌔
◇東海高校重量挙げ大会第1日(23日・清水ナショナルトレーニングセン
ター)
【男子】▽73㌔級 中凜太郎(愛知・名城大付)232㌔

6月26日 日本経済新聞
6月27日
6月27日
6月27日
6月27日

中日新聞
中日新聞
朝日新聞ほか1紙
朝日新聞ほか1紙

6月27日 中日スポーツ

ダイヤモンドオンライ
10人のノーベル賞学者 かく語りき 後編
ン(web)
6月28日 朝日新聞
論の芽 キャッシュレスより現金払いの方がよくない？
6月28日 日本経済新聞(夕刊) 産官学連携、スタートアップにも脚光
ト部が女子1500m初V「横田コーチのおかげ」 髙松智美ムセンビは連覇
6月28日 スポーツ報知(web)
逃す
6月30日 中日新聞
絵本×英語＝ハッピー 名城大生、児童に読み聞かせ

6月27日
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理工学研究科：吉野彰教授
理工学研究科：吉野彰教授、飯島
澄男終身教授
理工学研究科：吉野彰教授
法学部：柳澤武教授
柔道部
名城大学
池上彰教授
附属高校
附属高校
人間学部：谷口義則教授
ナゴヤドーム前キャンパス、外国語
学部4年：猪子純加さん
理工学部4年：鈴木美和さん
卒業生：青山慎平さん

ナゴヤドーム前キャンパス
卒業生：三澤徳久さん
附属高校

附属高校

赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授
経営学部：中川宏道准教授
女子駅伝部、外国語学部2年：髙松
智美ムセンビさん
外国語学部：西尾由里教授

