
メディアで見る名城大学（2019年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
7月1日 中日新聞(夕刊) 悲劇のリトアニア史　杉原千畝ゆかり　研究者が講演会 ナゴヤドーム前キャンパス
7月1日 毎日新聞 大学全面禁煙6校のみ
7月1日 日本経済新聞 【池上彰の現代史を歩く】　プラハの春 池上彰教授

7月1日
京都新聞(web)ほか5
件

発明家賞の吉野氏「感動した」 名古屋の名城大で喜びを語る 理工学研究科：吉野彰教授

7月1日 ＮＨＫ総合ほか2件 ニュース845「吉野教授が欧州発明家賞"世界を変えた”」 理工学研究科：吉野彰教授

7月2日 日本経済新聞(web) リチウムイオン電池「軽量化重要」欧州発明家賞の吉野氏
理工学研究科：吉野彰教授、飯島
澄男終身教授

7月2日 朝日新聞ほか4紙 欧州発明家賞に吉野・名城大教授　「世界が待っている」活力に 理工学研究科：吉野彰教授
7月2日 中部経済新聞 【研究現場発】嫌気性細菌との付き合い方 農学部：細田晃文准教授
7月2日 日刊工業新聞(web) 吉野名城大教授、欧州発明家賞で会見　「IT社会実現に貢献」 理工学研究科：吉野彰教授
7月3日 中日新聞 参院選2019　18→19歳 続かぬ選挙熱 学生多忙、住民票そのまま 法学部4年：野村真由さん
7月3日 中日新聞(夕刊) 票の獲得「知名度」頼み？ 卒業生：ニシャンタさん
7月3日 教育学術新聞 日本私立大学協会　常務理事補佐 立花貞司理事長

7月3日 日刊工業新聞(web) 名城大、ドローン向け打音検査装置 緩衝機構で壁に密着 理工学部：市川明彦准教授

7月5日 中日新聞 留学生　愛知、岐阜で働こう 両県経営者協会が合同説明会
7月5日 中日新聞 参院選2019 有権者は 「納得できる政策を」「老後にいくら必要？」 理工学部4年：石川舞花さん

7月5日
時事.com(web)ほか１
件

小・中学生による国際ロボット競技会「URC2019」予選開始 ナゴヤドーム前キャンパス

7月6日 朝日新聞 学生コーチで貢献　名城大付・平山君 附属高校
7月7日 中日新聞 難関大避ける「安全志向」
7月7日 朝日新聞GLOBE 見えないのか、見ようとしないのか 故郷の日本に拒まれる「人材」 法学部：近藤敦教授

7月7日
スポニチアネックス
(web)

高校野球　▽1回戦　名城大付2-0大府 附属高校

7月8日 中日新聞（岐阜）
◇県陸上競技選手権大会(6月29日・岐阜メモリアルセンター長良川競
技場)　【男子】1000㍍②磯部裕斗(名城大)

陸上競技部、農学部3年：磯部裕斗
さん

7月8日 中日新聞
◇県下学生弓道選手権(6月16日・日本ガイシスポーツプラザ弓道場)
【男子】団体②名城大B　▽個人②加藤大和(名城大)
【女子】▽個人③竹嶋まどか(名城大)

弓道部、農学部3年：加藤大和さ
ん、法学部1年：竹嶋まどかさん

7月8日 中日新聞
◇国体柔道少年男子最終選考(6月29日・県武道館)
60㌔③横田光史(名城大付)　▽73㌔②松岡主税(名城大付)

附属高校

7月8日 中日新聞ほか4紙 高校野球　名城大付　大府に完封勝ち 附属高校

7月8日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（208）経済を学ぶ意義㊤　世界を
知る生きた学問

池上彰教授

7月8日 中日新聞(夕刊) 30代女子の将棋ことはじめ 卒業生：中澤沙耶さん
7月9日 毎日新聞 参院選2019　投票啓発へ発進！ 大学周辺などで呼び掛け
7月9日 毎日新聞 山本昌さんが防犯啓発大使 ナゴヤドーム前キャンパス

7月10日 朝日新聞 2019参院選　名城大・松本俊太教授に聞く　高い独立性 参院の意義 法学部：松本俊太教授

7月10日 毎日新聞 都市対抗野球　トヨタ自動車 卒業生：栗林良吏さん

7月11日
中部経済新聞ほか2
紙

三菱UFJ銀と東海の6大学　合同説明会で最先端技術紹介

7月11日 中日新聞 アラカルト　名古屋多文化共生研究会 天白キャンパス
7月11日 テレビ愛知 「夕方サテライト」　若者はどうすれば投票へ行く？ 天白キャンパス

7月12日 中日新聞 学生考案の部屋であーる
卒業生：小澤一樹さん、理工学部4
年：鎌内咲甫さん

7月12日 毎日新聞 真夏の球宴　明日開幕　都市対抗野球 卒業生：栗林良吏さん

7月12日 中日新聞 「ガチャガチャ」で投票訴え 県選管　名城大キャンパスに設置
天白キャンパス、農学部3年：紀平
皓成さん

7月13日
タウンニュース
てんぱく

家具で生活を豊かに 卒業生：伊藤隆一さん

7月13日
タウンニュース
てんぱく

「食と農の安全を考える」第4回 農学部

7月12日 オピリーナ(web) 学生考案の部屋であーる
卒業生：小澤一樹さん、理工学部4
年：鎌内咲甫さん

7月12日 紀伊民報(web) 愛知大学で8月3日に公開シンポジウム 都市情報学部：福島茂教授

7月13日
スポニチアネックス
(web)

高校野球　▽2回戦　名城大付4-1津島東 附属高校

7月13日
時事.com(web)ほか3
件

ハーフマラソンで男女で金　ユニバーシアード
女子駅伝部、法学部3年：加世田梨
花さん

7月14日 毎日新聞ほか3紙 高校野球愛知大会　名城大付4-1津島東 附属高校

7月14日 中日新聞ほか1紙 ユニバ　ハーフマラソン
女子駅伝部、法学部3年：加世田梨
花さん

7月14日 読売新聞 サイエンスオピニオン　研究評価 多様な物差しで 赤﨑勇終身教授
7月14日 ★NHK NEWS WEB 一宮　児童が薬の正しい服用学ぶ 卒業生：濵崎光哲さん

2019/08/01

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7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月15日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（209）経済を学ぶ意義㊦　「時代の
処方箋」考える一歩

池上彰教授

7月15日
朝日新聞(神戸)ほか
1紙

三田市長選告示 現新3氏立候補 卒業生：長谷川美樹さん

7月17日 中日新聞
◇県学生柔道新人選手権(6月30日・県武道館)
男子1年　③生井大輝(名城大)

柔道部、農学部1年：生井大輝さん

7月17日 中部経済新聞 【中経論壇】「津波てんでんこ」の教訓　何をおいても高台に 卒業生、校友会会長：山田弥一さん

7月17日
ヤフーニュース(web)
ほか1件

高校生が「志願したい大学」

7月18日 中日新聞ほか1紙 定員厳格化で中堅大が人気

7月18日 読売新聞

高校総体2019　選手名簿㊤
【陸上競技】▽七種競技　前田あすか(名城大付)
【体操】◇男子▽団体　相羽拓郎、山下竜輝、保田健太、水谷王持、補
欠・坂口郁平、森慶次郎(名城大付)▽個人　相馬仁人(同)若原慧人(同)

附属高校

7月18日
中日スポーツほか4
紙

名城大付6回コールド勝ち　坪井幻惑 超速クイック 附属高校

7月18日 朝日新聞(西部) 幼保の無償化 保育士争奪激化 経済学部：蓑輪明子准教授
7月18日 日本経済新聞(web) 関東は早稲田大、関西は関西大が1位 大学志願調査
7月19日 中日新聞 「科学立国」研究者の苦悩 交付金削減、不安定な雇用 天野浩特別栄誉教授
7月19日 朝日新聞(岐阜) 2019参院選　名城大・松本俊太教授に聞く　高い独立性 参院の意義 法学部：松本俊太教授

7月20日 読売新聞

高校総体2019　選手名簿㊦
【重量挙げ】◇男子▽55㌔級　關谷颯大(名城大付)▽61㌔級　山下怜也
(同)▽67㌔級　大矢浩平(同)後藤柊平(同)▽73㌔級　中凜太郎(同)▽81
㌔級　祖父江月歩(同)

附属高校

7月20日 朝日新聞(阪神三田) 三田市長選 訴え山場 卒業生：長谷川美樹さん

7月20日
スポニチアネックス
(web)

高校野球・7月20日の試合結果 附属高校

7月21日 読売新聞ほか3紙 全国高校野球愛知大会　豊川9-2名城大付 附属高校
7月21日 中日新聞 大学　こんな新聞なら読みたい 愛知総合工科専攻科

7月21日 PitchFM やまらじ
理工学部3年：髙尾凌我さん、同3
年：小嶋万理さん、法学部1年：福嶋
陸さん他

7月22日 毎日新聞(web) 113球の力投だったデビュー戦　躍動感にあふれて 卒業生：栗林良吏さん

7月22日 産経ニュース(web)
参院選　今回も乱立の著名人候補者、当選はわずか…「"集票マシン"
にしないで」 専門家からは苦言も

外国語学部：鈴村裕輔准教授、卒
業生：にしゃんたさん

7月23日
中日スポーツほか3
紙

愛知対決制す トヨタ8強 栗林150㌔デビュー 卒業生：栗林良吏さん

7月23日 中日新聞 企業、NPOと地域づくり

7月23日 中日新聞

◇中部電力名古屋市民スポーツ祭ウエイトリフティング(13・14日・愛工
大名電高校)
【高校女子】▽55㌔②小林明日香(名城大)③人見那桜(同)【高校男子】
55㌔　①関谷颯大(名城大付)▽67㌔①大矢浩平(同)▽73㌔①中凜太郎
(同)▽89㌔井上隆之介(同)▽102㌔超①和田啓慈(同)

附属高校

7月24日 CBCテレビ 「チャント！」夏休みは将棋　学力アップに！ 卒業生：脇田菜々子さん
7月24日 朝日新聞 ひと　リチウムイオン電池で欧州発明家賞を受けた吉野彰さん 理工学研究科：吉野彰教授
7月24日 中日新聞 ◇名城大外国語学部生が小学5、6年生に英語絵本の読み聞かせ 外国語学部
7月24日 日本経済新聞 東京の未来巡り 池上彰氏と議論 池上彰教授
7月24日 教育学術新聞 私大の魅力"多様性"の追求を 立花貞司理事長
7月25日 日本経済新聞 逆風順風　都市対抗野球と愛社精神 卒業生：栗林良吏さん
7月25日 毎日新聞 都市対抗野球　きょう決勝 卒業生：栗林良吏さん
7月25日 朝日新聞(岐阜) 球児見続けて　一球集中 ジャッジ42年 卒業生：池戸創一さん

7月25日 朝日新聞
◇第64回全国高校軟式野球選手権愛知大会第2日(24日、津島市営球
場など)　▽Bゾーン1回戦　愛工大名電5-3名城大付

附属高校

7月25日 朝日新聞 全国高校野球選手権　4強へ　きょう対戦 附属高校
7月26日 毎日新聞ほか4紙 トヨタ涙の準V 卒業生：栗林良吏さん

7月26日 日本経済新聞
池上彰の新聞ななめ読み　参院選投票翌日の朝刊 改憲勢力 各紙の
評価は

池上彰教授

7月26日 J SPORTS(web) 記念の第90回大会はJFE東日本が初優勝 卒業生：栗林良吏さん
7月27日 朝日新聞 カメラやレンズ1900点 名古屋学芸大に寄贈　写真家・竹内さん 卒業生：竹内敏信さん
7月28日 CBCテレビ 「がっちりマンデー」海外からやってきた人気チェーン店特集！ 卒業生：勝瀬博則さん

7月29日 中日新聞

◇県高校ハンドボール選手権名南予選(26日まで・日本ガイシスポーツ
プラザほか)　【女子】▽5位決定　名城大付13-12桜台
◇全国高校軟式野球選手権県予選（26日まで・津島市営球場ほか）
愛工大名電5-3名城大付

附属高校

7月29日 日本経済新聞 【池上彰の現代史を歩く】　「よど号」ハイジャック事件 池上彰教授
7月30日 中日新聞 （西三河） 大人たちと出会い 将来の夢見つけて
7月30日 中部経済新聞 トップは名城大、教育研究成果の高さイメージ

7月30日
ニフティニュース
(web)

独立リーグの「機械判定」「一塁への盗塁」導入は大リーグの実験 外国語学部：鈴村裕輔准教授

7月31日 中日新聞 高校総体 県選手団733人㊤ 附属高校

2 / 2 


