
メディアで見る名城大学（2019年9月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
9月1日 ★神戸新聞 はりま交差点　名城大学学長　社会動かせる人材を 小原章裕学長
9月1日 中日新聞 愛知総合工科高　月面用のEV　専攻科生徒ら今月にも試作機 愛知総合工科高校専攻科
9月1日 朝日新聞 伊勢湾台風60年「親子で学ぶ 防災・減災教室」 池上彰教授
9月1日 ★中日新聞 キャンパスイチ推し　桜花学園大　学長室 卒業生：大谷岳さん

9月1日
中日スポーツほか4
紙

愛知大学野球　名城大二宮 初完封　中京大打線を3安打
硬式野球部、安江均監督、山内壮
馬コーチ、人間学部3年：二宮衣沙
貴さん

9月2日
中日スポーツほか4
紙

愛知大学野球　愛工大、名城大勝ち点　成田が好救援
硬式野球部、法学部3年：成田達也
さん

9月2日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（213）
世界地図から見る　国際情勢知る情報源に

池上彰教授

9月2日 中日新聞 駅やスーパーで被害防止をPR

9月2日 薬事日報(web)
【名城大薬学部/SHCA】薬局で子宮頸癌検診を啓発-薬剤師の活動評
価へ研究開始

薬学部

9月2日 日本経済新聞(web) 東京の公道で自動運転実験開始　金沢大、中部大などと
9月3日 日本経済新聞 中部大・名城大と自動運転の実験 金沢大、東京で

9月3日 中部経済新聞
【研究現場発】「プラズマ」の産業への応用　優れた機能のメカニズム解
明へ

理工学部：太田貴之教授

9月3日 毎日新聞
【教えて池上さん！】旬なトピック　香港の若者 なぜ怒る　言論の自由守
るため中国への容疑者移送条例撤回を求め抗議

池上彰教授

9月3日 中日スポーツ
◇東海大学対抗テニスリーグ(31日・岐阜長良川テニスプラザ)
▽男子　東海学園大8-1名城大

硬式庭球部

9月4日 中日スポーツ
◇テニス・東海大学対抗リーグ(2日・岐阜長良川テニスプラザ)
▽男子　愛院大8-1名城大

硬式庭球部

9月4日 中日新聞ほか1紙
◇日本ハンドボール選手権県予選(8月31日・トヨタ車体吉原工場体育
館)▽男子　①名城大

ハンドボール部

9月4日 毎日新聞ほか4紙 秋季高校野球県大会　組み合わせ決まる　7日開幕　52校が熱戦 附属高校
9月4日 毎日新聞 【論点】教育改革のあり方　多彩な人たちの協調促せ 野依良治客員教授
9月6日 中京テレビ 「PS純金」つい、作りすぎちゃう店主　名古屋市天白区・あいたるや
9月4日 ニフティニュース 日本球界はドーピング意識が希薄すぎる 外国語学部：鈴村裕輔教授

9月6日 毎日新聞 ファン増加へ　活動幅広く　名城大日本酒研究会
日本酒研究会、農学部3年：松本萌
奈実さん、同：後藤実和さん、同：下
村恵未さん

9月6日 中日新聞 26年アジア大会へ向け　キックオフフォーラム
ナゴヤドーム前キャンパス、都市情
報学部：福島茂教授

9月7日 中日スポーツ
◇東海大学対抗テニスリーグ(5日・岐阜長良川テニスプラザ)
▽男子　朝日大5-4名城大　▽同最終順位⑥名城大5敗

硬式庭球部

9月7日
中日新聞(近郊)ほか
1紙

大学だより　ゴカイの一種 発光物質解明 井上昭二名誉教授(故人)

9月8日
中日スポーツほか3
紙

愛知大学野球　名城大が先勝!
硬式野球部、人間学部3年：二宮衣
沙貴さん

9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29-20愛教大

ハンドボール部

9月8日 中日新聞(津、北勢) 伊勢湾の生物や漁業　どうなの 総合学術研究科：鈴木輝明特任教
9月8日 中日新聞(web) 三重　伊勢湾の異変探り豊かな海めざそう　四日市でシンポ 総合学術研究科：鈴木輝明特任教

9月10日 中日新聞ほか3紙 大学野球　名城大が勝ち点2 硬式野球部

9月10日 中日新聞

◇中部学生スポーツ射撃選手権(7日まで・県総合射撃場)　10㍍エアラ
イフル男子立射60発団体　②名城大　▽個人　②山田昌弥(名城大)
◇中部女子学生スポーツ射撃選手権(7日・県総合射撃場)　10㍍エアラ
イフル立射女子60発個人　③都築彩夏(名城大)

ライフル射撃部、法学部3年：山田
昌弥さん、都市情報学部4年：都築
彩夏さん

9月10日 中日新聞
◇県私学祭体育柔道(7日・県武道館第3競技場)
高校男子団体　③名城大付A

附属高校

9月10日 毎日新聞ほか3紙 秋季高校野球県大会　▽1回戦　名城大付5-2西尾東 附属高校
9月10日 朝日新聞 新聞と記者のあいだで 池上彰教授
9月10日 中日新聞(夕刊) ヒノキ香る大須教会に 卒業生：富澤実さん
9月10日 東京新聞 若い世代に「出生地主義」傾向　「二重国籍OK」5割超 法学部：近藤敦教授
9月11日 中部経済新聞 出身校、名城大が7年連続トップ
9月11日 朝日新聞 司法試験合格　最少1502人

9月11日 中日スポーツ
◇東海大学バドミントン選手権(9日・名古屋市天白SC)
▽女子　愛知淑徳大3-0名城大、至学館大3-2名城大

バトミントン部

9月11日 中日新聞 2020中部の私立大学・短期大学　大学展

9月11日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(10日・パロマ瑞穂)
愛大10-4名城大

準硬式野球部

9月11日 日経産業新聞 金沢大、自動運転の公道実験
9月12日 中日新聞 ナゴヤをつなげる30人<第1回会合>異業種集い まちの未来描く 社会連携センター：宮原知沙さん

9月12日 中日スポーツ
◇東海大学バドミントン選手権(10日・名古屋市名東SC)
▽女子　南山大3-0名城大

バドミントン部

2019/10/01

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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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

9月13日 中日新聞ほか1紙

◇バドミントン　東海大学選手権最終日(11日・名古屋市名東SC)
▽女子　日福大3-2名城大、岐阜聖徳大3-2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(12日・名古屋市名東SC)
▽男子　岐阜大3-2名城大
▽女子　愛院大3-1名城大

バドミントン部

9月14日 サンスポ.com(web) 日本学生対校選手権 女子駅伝部
9月14日 中日新聞 ★来月6日「働き方会議」 ナゴヤドーム前キャンパス

9月14日
タウンニュースてん
ぱく

注目したいラグビーＷ杯 経済学部：小泉和也准教授

9月14日
タウンニュースてん
ぱく

中学生が薬つくりに挑戦！　ひらめき☆ときめきサイエンス
薬学部：髙谷芳明准教授、間宮隆
吉准教授

9月15日 中日新聞ほか4紙
◇第72回県高校野球選手権大会(14日・小牧球場ほか)　▽2回戦　享栄
4-3名城大付

附属高校

9月15日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生ハンドボールリーグ(14日・大同大ほか)
▽男子　名城大37-14南山大

ハンドボール部

9月15日 中日新聞(可茂) 新庁舎の南北に広場　美濃加茂市が提案 都市情報学部：海道清信教授
9月16日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（214）平和願う指導者の言葉は 池上彰教授

9月16日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生ラグビーリーグ(15日・名城大ほか)
名城大25-15愛院大

ラグビー部

9月16日
中日スポーツほか1
紙

◇東海大学バレーボールリーグ(15日・愛院大ほか)
▽男子　愛大3-2名城大

バレーボール部

9月16日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生ハンドボールリーグ(15日・大同大ほか)
▽男子　名城大25-22岐阜大

ハンドボール部

9月16日
中日スポーツほか1
紙

◇東海学生弓道リーグ(15日・岐阜大ほか)
▽男子　名工大123-114名城大

弓道部

9月16日 毎日新聞 第42回東海女子学生剣道大会　全国大会へ 剣道部

9月17日 中日新聞
◇アメリカンフットボール　東海学生リーグ(14日・口論義運動公園)
名城大40-15

アメリカンフットボール部

9月17日 中日新聞
◇中部日本学生軟式野球リーグ(14日・藤田医科大)
名城大3-2三重大

軟式野球部

9月17日 中日新聞
◇中日本弓道近的選手権(8日・県体育館内特設射場)
【団体】▽一般男子　①名城大Ｆ

弓道部

9月17日 中日新聞

◇全国高校ラグビー県予選(14日・名南工業高校ほか)
◇県高校新人体育体操支部予選(16日・日本ガイシスポーツプラザ)
【名古屋南支部】男子団体①名城大付　▽同個人
◇県秋季ウエイトリフティング(8日・愛工大名電高校)
【高校女子】49㌔【同男子】55㌔▽67㌔▽73㌔▽102㌔超

附属高校

9月17日 中日新聞(岐阜)
西濃陸上競技強化普及記録会（16日・大垣市浅中公園陸上競技場）
【一般高校男子】▽1500㍍　②阪口日向（名城大）▽走り高跳び②西田
彪人(名城大)

陸上競技部、経営学部3年：阪口日
向さん、人間学部4年：西田彪人さ
ん

9月18日 日本経済新聞 社長、名城大出身が最多

9月18日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ(17日・パロマ瑞穂)
名城大13-3中部大

準硬式野球部

9月18日 毎日新聞 新テレビ塔に「スイート」　名古屋・栄を一望 卒業生：大澤和宏さん
9月18日 中部経済新聞 【中経論壇】タイ大学への表敬訪問 卒業生、校友会会長：山田弥一さん
9月19日 建設通信新聞(web) 美濃加茂市新庁舎/BTO視野に検討/美濃太田駅南側に計画 都市情報学部：海道清信教授
9月19日 自動運転ラボ(web) 自動運転を研究する教授33人まとめ 理工学部：中野倫明教授
9月20日 読売新聞 高3志願大学　関東は早稲田首位　東海は名城大
9月20日 中日新聞 幼保無償化の行方　園児との時間　優先 経済学部：蓑輪明子准教授

9月21日 中日新聞(東濃) 野菜たっぷり　調理実演　中津川・ちこり村　就業体験の学生ら
農学部1年：吉田菜央さん、同：曽我
和佳奈さん、同：中尾勇翔さん

9月21日 岐阜新聞(web) 「ラグビーW杯はお祭り」美酒に酔う　飲食店でPV 卒業生：森光輝さん

9月21日
ビジネスジャーナル
(web)

「志願したい大学」

9月22日 中日新聞 中部の私大・短大 54校が「大学展」
9月22日 中日新聞ほか4紙 愛知大学野球　1回戦　愛工大6-2名城大 硬式野球部

9月22日 中日スポーツ
◇東海学生ハンドボールリーグ(21日・大同大ほか）
▽男子　名城大27-19愛大

ハンドボール部

9月22日 東京新聞(web)
幼保無償化で心配な保育士不足　就職先として人気を集める保育園の
「働き方改革」とは

経済学部：蓑輪明子准教授

9月23日 中日新聞ほか4紙 大学野球　▽パロマ瑞穂　愛工大6-4名城大 硬式野球部

9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　大同大3-0名城大
◇東海大学バレーボールリーグ(22日・愛院大ほか)
▽男子　名城大3-0至学館大

バレーボール部

9月23日 中日スポーツ
◇東海学生卓球リーグ(22日・一宮市総合体育館)
▽女子入れ替え戦　中部大4-2名城大

卓球部

9月23日 中日スポーツ
◇東海学生ハンドボールリーグ(22日・岐阜大ほか)
▽男子　名城大27-21朝日大

ハンドボール部

9月23日 中日スポーツ
◇東海学生ラグビーリーグ(22日・名城大ほか)
中部大50-24名城大

ラグビー部

9月23日 中日スポーツ
◇東海学生剣道優勝大会(22日・中部大ほか)
▽男子　名城大114-104中部大

剣道部

9月23日 日本経済新聞 【池上彰の現代史を歩く】　「洞爺丸」事故と伊勢湾台風 池上彰教授
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

9月24日 中日新聞
◇県高校新人陸上名南・名北支部予選(16日まで・パロマ瑞穂スタジア
ム)

附属高校

9月24日 中日新聞
◇東海学生卓球秋季リーグ(22日まで・一宮市総合体育館)
▽男子3部　①名城大　▽女子2部　①名城大

卓球部

9月24日 中日新聞
◇尾張後期一般男子ソフトボール選手権・革(22日・清須市西枇杷島リ
バーランド)　名城大9-0MHI'S・CLUB、名城大11-4三菱重工小牧南
▽決勝　名城大12-5愛大

ソフトボール部

9月24日 読売新聞 杜の都駅伝　中京学院大初出場 女子駅伝部
9月24日 中日新聞 特報　単一国籍　複数国籍　ネット調査日本人5割超「賛成」 法学部：近藤敦教授
9月24日 中日新聞 学んだ誇り、信念　名古屋　高校生が就業体験報告

9月24日 中日新聞（岐阜）
茨城国体県選手団　【スポーツクライミング】
▽青年男子　亀山凌平（名城大）

農学部3年：亀山凌平さん

9月24日 財形新聞(web)
【特集】ノーベル賞受賞者発表シーズンでは新素材・バイオ関連銘柄が
再出番

理工学研究科：吉野彰教授、飯島
澄男終身教授、飯島澄男終身教授

9月25日 中日スポーツ
中部学生ゴルフ秋季対抗戦
▽2部対抗戦　④名城大771　▽2部個人戦　④山崎雅史(名城大1年)

ゴルフ部、理工学部1年：山崎雅史
さん

9月25日 中部経済新聞 ロビー　新テレビ塔で栄に新しい魅力放ちたい 卒業生：大澤和宏さん
9月25日 中日新聞 ◇名城大学校友会　市民公開講座 校友会、法学部：伊川正樹教授

9月25日 読売新聞(長野) 県勢　31競技に314選手
女子駅伝部、理工学部2年：和田有
菜さん

9月25日
マイナビニュース
(web)

もうすぐ10月。ノーベル賞の季節です
飯島澄男終身教授、理工学研究
科：吉野彰教授

9月27日 朝日新聞
池上彰の新聞ななめ読み　東電旧経営陣3人に無罪　裁判用語伝わっ
たか

池上彰教授

9月27日 読売新聞(大阪) 府選手団692人
女子駅伝部、外国語学部2年：髙松
智美ムセンビさん

9月27日 ★中日新聞 「投票できない」タリバンの脅威 卒業生：バシール・モハバットさん

9月28日
高校生新聞オンライ
ン(web)

法学・政治学志望の高校生に人気の大学ランキング

9月28日
日本経済新聞(日経
プラス1)

大学展示　無料で見学
野依良治客員教授、赤﨑勇終身教
授、天野浩特別栄誉教授

9月28日
タウンニュースてん
ぱく

研究力を広く届ける初の試み　テクノフェア2019 理工学研究科：吉野彰教授

9月28日 ヤフーニュース(web) CS争いの中でも"忖度"起用プロ野球「引退試合」のバカバカしさ 外国語学部：鈴村裕輔准教授
9月29日 中日新聞ほか4紙 大学野球　▽熱田愛知時計120スタジアム　愛院大5-1名城大 硬式野球部
9月29日 読売新聞 江崎、天野氏がエール 天野浩特別栄誉教授
9月30日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（215）揺れる欧州統合の理念㊤ 池上彰教授
9月30日 中日新聞ほか4紙 大学野球　▽パロマ瑞穂　愛院大8-7名城大 硬式野球部

9月30日 中日新聞ほか1紙

◇バレーボール　東海大学リーグ(28日・愛院大ほか)
▽男子　朝日大3-0名城大
◇バレーボール　東海大学リーグ(29日・愛院大ほか)
▽男子　岐阜協立大3-0名城大

バレーボール部

9月30日 中日新聞ほか1紙
◇ハンドボール　東海学生リーグ(29日・静岡県草薙総合運動場体育館)
▽男子　中京大26-24名城大

ハンドボール部

9月30日 中日新聞ほか1紙
◇アメリカンフットボール　東海学生リーグ(29日・岐阜長良川球技場)
名城大24-0名工大

アメリカンフットボール部

9月30日 中日新聞ほか1紙
◇ラグビー　東海学生リーグ(29日・名城大ほか)
中京大47-12名城大

ラグビー部

9月30日 中日新聞ほか1紙
◇弓道　東海学生リーグ(29日中部大ほか)
▽男子　名城大109-80岐阜大

弓道部

9月30日 中日新聞
◇名古屋市新人卓球(28日・天白SC)
【一般男子団体】▽Cブロック　二村洸輔・沢村大次郎(名城大)

卓球部、理工学部1年：二村洸輔さ
ん、農学部1年：澤村大次郎さん
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