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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8月）
日付
メディア
8月1日 中日新聞
8月2日 中部経済新聞
8月2日 中日新聞

8月3日 読売新聞ほか2紙

8月4日 中日新聞

8月4日 朝日新聞ほか1紙

8月5日 中日新聞
8月5日 中日新聞
8月5日 日本経済新聞
8月5日
8月6日
8月6日
8月6日
8月7日

大分合同新聞(web)
中日新聞
中日新聞
中部経済新聞
中部経済新聞

8月7日 中日新聞

見出し・番組名など
高校総体県選手団㊥
「愛知の発明の日」講演会 名城大・吉野教授が登壇
高校総体
◇体操（鹿児島アリーナ）▽男子団体総合予選 ④名城大付 ▽同個人
総合予選
◇重量挙げ（糸満市西崎総合体育館）▽55㌔級スナッチ▽同ジャーク▽
同トータル▽61㌔級スナッチ▽同ジャーク▽同トータル
高校総体2019
◇重量挙げ▽81㌔級スナッチ⑦祖父江月歩（名城大付）▽同ジャーク⑤
祖父江▽同トータル⑥祖父江
◇体操▽男子団体総合予選⑦名城大付（決勝進出）
◇重量挙げ(糸満市西崎総合体育館)
▽67㌔級スナッチ ㉕後藤柊平(名城大付)㉖大矢浩平(同)▽67㌔級
ジャーク⑫大矢㊷後藤▽67㌔級トータル⑯大矢㉞後藤 ▽73㌔級ス
ナッチ⑳中凜太郎(名城大付)▽73㌔級ジャーク⑫中▽73㌔級トータル
⑰中
高校総体
◇重量挙げ▽81㌔級トータル⑥祖父江(名城大付)▽同スナッチ⑦祖父
江▽同ジャーク⑤祖父江
◇体操【男子】種目別つり輪⑥相羽(名城大付)
2019全国高校総体
◇体操（鹿児島アリーナ）▽男子団体総合⑨名城大付▽同個人総合▽
同種目別床運動▽同種目別あん馬▽同種目別つり輪⑥相羽拓郎(名城
大付)▽同種目別跳馬▽同種目別平行棒▽同種目別鉄棒
東海地方の中高生ら 改憲巡り熱い議論 名古屋で政治討論会
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（210）志を立てる㊤ 自分の頭で
考え抜く
ラグビー魅力定着へ九州奔走 W杯終了後「何が残せるか」
名大最新研究棟に「未来の青空」 自由な発想ここから
アラカルト◇名城大学テクノフェア2019
【研究現場発】 新しいネットワーク基盤
【奮闘の日々】２０代のフレッシュパーソン
2019高校総体
◇陸上（タピック県総ひやごんスタジアム）
【女子】▽七種競技前半㉛前田あすか（名城大付）

8月7日 中日新聞(南信)

中学生らハンガー贈呈 天龍産木材製 明治大、名城大野球部に

8月7日
8月7日
8月8日
8月8日
8月8日

池上彰と考える2020年の東京
3月に基本計画成案化/事業手法など9月議論/美濃加茂市の新庁舎
41年ぶり 名古屋出身真打ち 秋には立川三四楼さんも
ナカジツ私募債で名城大に備品寄贈 十六銀行
国際科学五輪シンポ 22日東大で開催
2019全国高校総体
◇陸上（タピック県総ひやごんスタジアム）
【女子】▽七種競技 ⑭前田あすか（名城大付）
「大規模大学の実就職率」ランク 名城大、東京理科大5年連続ワン・
ツー!
戦跡は語る▶ 3 ◀
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（211）志を立てる㊦ 主体的に学
び 自ら発信
◇県高校野球選手権名古屋地区1次予選(11日・富田高ほか) 名城大
付6-2愛知
◇県高校野球選手権名古屋地区1次予選(13日・富田高ほか) 名城大
付7-3昭和
◇岐阜陸協強化記録会(10日・岐阜メモリアルセンター長良川競技場)
【男子】▽三段飛び ②西田彪人(名城大)
最先端の研究シーズ一堂に 名城大学テクノフェア 27日、LEDなど100
ブース
愛知の発明の日 名古屋で講演会
◇秋季高校野球地区大会
13日の結果 <名古屋地区>名城大付7-3昭和
12日の結果 <名古屋地区>同朋5-0名城大付
日本一負ける棋士に
浴衣で真夏の成人式 岐阜・白川村
通風筒
にほんご 言葉のアルバム 時代の流れ 言葉から読む
名城大学テクノフェア2019①

日本経済新聞
建設通信新聞(web)
毎日新聞
中部経済新聞
毎日新聞

8月8日 中日新聞
8月9日 zakzak（web)
8月11日 中日新聞
8月12日 日本経済新聞
8月12日 中日新聞
8月14日 中日新聞
8月14日 中日新聞(岐阜)
8月14日 中部経済新聞
8月14日 中日新聞
8月14日 毎日新聞
8月14日
8月14日
8月15日
8月16日
8月16日

日本経済新聞
中日新聞(web)
中日新聞
夕刊読売新聞
中部経済新聞
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掲載者
附属高校
理工学研究科：吉野彰教授
附属高校

附属高校

附属高校

附属高校

附属高校
ナゴヤドーム前キャンパス
池上彰教授
卒業生：星野幸喜さん
天野浩特別栄誉教授
理工学部：渡邊晃教授
卒業生：吉原里江さん
附属高校
硬式野球部、経済学部4年：加納崇
登さん
池上彰教授
都市情報学部：海道清信教授
卒業生：立川三四楼さん
理工学部：齊藤公明教授
池上彰教授
附属高校

農学部附属農場
池上彰教授
附属高校
附属高校
陸上競技部、人間学部4年：西田彪
人さん
理工学研究科：吉野彰教授
理工学研究科：吉野彰教授
附属高校
将棋部：竹内貴浩コーチ
薬学部3年：阿武里唯那さん
薬学部3年：阿武里唯那さん
理工学研究科：吉野彰教授

メディアで見る名城大学（2019年8月）
日付
8月16日
8月17日
8月17日
8月18日

メディア
ニュースイッチ（web)
中日新聞(岐阜)
中部経済新聞
中日新聞(飛騨)

見出し・番組名など
愛知県の製造品出荷額は日本一だけれど、スタートアップは？
主役・脇役 献血回数1300回目指す
名城大学テクノフェア2019②
先進 飛騨高山の「薬薬連携」 薬学生、地域医療を実地研修

8月18日 中部経済新聞

名城大学テクノフェア2019③

8月19日 毎日新聞

開かれた新聞委員会から 参院選報道振り返る
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（212）視野を広げる 世界の課題
書籍で深堀り
◇県高校野球選手権名古屋地区1次予選(18日・富田高ほか) 名城大付
13-6瀬戸北総合
島田市新庁舎/基本設計は石本建築事務所/次点は松田平田設計
県高校野球選手権名古屋地区1次予選(19日・名城大付ほか) 名城大
付3-2愛知、名城大付5-4同朋
ココが聞きたい テクノフェアの見どころは？

8月19日 日本経済新聞
8月19日 中日新聞ほか1紙
8月19日 建設通信新聞(web)
8月20日 中日新聞
8月20日 中部経済新聞

8月20日 日本経済新聞(夕刊) ＠キャンパス 名城大 学内に射撃場 中部で唯一
8月20日
8月20日
8月21日
8月21日

中部経済新聞
中部経済新聞
日本経済新聞
中部経済新聞

8月22日 中日新聞
8月22日
8月23日
8月23日
8月23日
8月24日
8月24日
8月24日
8月24日
8月25日

中部経済新聞
読売新聞
毎日新聞
中部経済新聞
日本経済新聞
日本経済新聞
中部経済新聞
サンスポ.com(web)
毎日新聞
中日スポーツほか1
8月25日
紙
8月25日 中日新聞

8月26日 中日新聞

8月26日 中日新聞

8月26日
8月26日
8月26日
8月26日

朝日新聞
日本経済新聞
中部経済新聞
中日新聞 (夕刊)

【中経論壇】高校球児の投球障害
名城大学テクノフェア2019④
【キャンパス発 この一品】「健康サポート体操」DVD
名城大学テクノフェア2019⑤
◇県高校野球選手権名古屋地区2次予選(21日・星城高校ほか) 愛工
大明電10-0名城大付
名城大学テクノフェア2019⑥
ノーベル賞受賞者フォーラム
第64回全国高校軟式野球
名城大学テクノフェア2019⑦
研究成果を提供 特許収入4倍に
ナゴヤのトリセツ 市民が支えるテレビ塔
名城大学テクノフェア2019⑧
愛工大－愛院大で開幕 愛知大学野球リーグ
毎日甲子園ボウル 8地区リーグ戦

最先端の研究シーズ披露 名城大学がテクノフェア初開催
フジケンの寄付に感謝状と記念絵画 名城大学が贈呈式
みんなの本 多文化共生と人権
英語民間試験 3割「未定」 私大「未定」目立つ
秋季リーグ31日開幕 愛知大学野球
留学生30万人時代 語学習得 継続は力
名城大の研究室 最新成果を紹介 テクノフェア
春日井市、名城大と連携講座 暮らしと作物 考える

8月30日 中日新聞(夕刊)

◇テニス・東海大学対抗リーグ(28日・岐阜長良川テニスプラザ)
▽男子 中京大9-0名城大
ラグビーW杯代表 「桜の戦士」攻めよ
池上彰の新聞ななめ読み グリーンランド買収構想 笑い話じゃない米
の思惑
伊勢湾台風から60年 メ～テレが池上彰 特番

8月31日 中日新聞

愛知大学野球リーグ きょう開幕 名城大・小林 快足2番 振りも鋭く

8月30日 朝日新聞

池上彰教授
附属高校
都市情報学部：海道清信教授
附属高校
小原章裕学長
ライフル射撃部、経営学部2年大島
里奈さん、理工学部4年：山田貴也
さん、深谷実部長
卒業生、校友会会長：山田弥一さん
薬学部：梅田孝教授
附属高校
天野浩特別栄誉教授
附属高校
赤﨑勇終身教授
卒業生：大澤和宏さん
硬式野球部
アメリカンフットボール部
硬式野球部、安江均監督

8月28日
8月28日
8月28日
8月28日
8月28日
8月29日

8月30日 読売新聞ほか2紙

池上彰教授

池上彰教授

8月28日 中部経済新聞

8月30日 中日スポーツ

薬学部6年：大口宗一郎さん

ニュース池上塾65 被選挙権の引き下げ 若者が世の中を変える
◇中部学生スポーツ射撃三姿勢(20日まで・県総合射撃場)
エアライフル三姿勢60発団体②名城大▽同個人①都築彩夏(名城愛)
◇中部学生スポーツ射撃伏射(20日まで・県総合射撃場)
10㍍エアライフル伏射60発個人①都築彩夏(名城大)
◇中部学生スポーツ射撃新人記録(20日まで・県総合射撃場)
10㍍ビームライフル男子立射60発①細谷公寛(名城大)③清水舜登(同)
▽同女子同②永田万由(名城大)③葛尾麻依(同)
◇中部電力名古屋市民スポーツ祭ハンドボール高校(23日まで・緑ス
ポーツセンターほか)
【男子】準決勝 名城大付18-11▽決勝 愛知22-14名城大付
◇県高校バレー選手権(6、7日露橋スポーツセンターｊほか)
【女子】1回戦 名城大付2-1岡崎商▽3回戦 名城大付2-0東海学園▽
準々決勝 名城大付2-0安城学園▽準決勝 誠信2-1名城大付【男子】1
回戦 名城大付2-1誠信▽2回戦 名城大付2-1昭和▽準々決勝 愛産
大工2-0名城大付
「伊勢湾」親子で学ぶ 池上彰さんら講義
【池上彰の現代史を歩く】 フィリピン民主化運動
名城大学テクノフェア2019⑨
落語家立川三四楼 秋に真打ち昇進へ
「夕方サテライト」名城大 最先端の研究成果を披露

8月29日 中日新聞(近郊)

卒業生：広瀬仁彦さん

愛知大学野球 秋季リーグ31日開幕

8月27日 テレビ愛知

中部経済新聞
中日新聞
中日新聞
朝日新聞
日本経済新聞
中日新聞

掲載者
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ライフル射撃部、都市情報学部4
年：都築彩夏さん、農学部1年：細谷
公寛さん、理工学部2年：清水舜登
さん、農学部1年：永田万由さん、
同：葛尾麻依さん

附属高校

池上彰教授
池上彰教授
卒業生：加古亮さん
理工学部：大原賢一教授、同：柳田
康幸教授
立花貞司理事長、理工学研究科：
吉野彰教授
立花貞司理事長、小原彰裕学長
法学部：近藤敦教授
硬式野球部
池上彰教授
理工学研究科：吉野彰教授
農学部附属農場、農学部：平野達
也教授
硬式庭球部
本学出身者：藤井雄一郎さん
池上彰教授
池上彰教授
硬式野球部、法学部1年：小林大介
さん

メディアで見る名城大学（2019年8月）
日付

メディア

8月31日 中日新聞ほか1紙
8月31日 中部経済新聞

見出し・番組名など
テニス 東海大学対抗リーグ(29日・岐阜長良川テニスプラザ) ▽男子
四日市大6-3名城大
愛知総合工科高を支援 東京モーターショーにEV出展
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掲載者
硬式庭球部
愛知総合工科高校専攻科

