
メディアで見る名城大学（2018年4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者
4月1日 朝日新聞 TOKAI ASAHI　先端人　設計に地域の特性を 理工学部：生田京子准教授

4月1日 中日新聞（知多版） 「セコ道」に植木鉢を　半田 亀崎小児童が作る
理工学部：生田京子准教授、理工
学部4年：加藤大稀さん

4月2日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（171）高校生ら米首都で行進　銃
規制、勇気持ち訴え

池上彰教授

4月2日 中日新聞 ◇県高校生スキー選手権（3月24、25日・長野県志賀高原スキー場） 附属高校

4月2日 中日新聞（岐阜版）

スポーツ岐阜　◇県テコンドー選手権大会(1日・岐阜メモリアルセンター
柔道場）　【マッソギ】成年部男子ライト級　②田中涼太（愛知・名城大）
▽同男子ミドル級　①内田宇宙（愛知・名城大）　③栗本智啓（愛知・名
城大）　▽同男子ハイパー級　②谷川興介（愛知・名城大）

法学部3年：田中涼太さん、出身者：
内田宇宙さん、法学部3年：栗本智
啓さん、同3年：谷川興介さん

4月3日 中部経済新聞
【研究現場発】　新たな触媒分子の設計　特異な分子構造に未知の機能
性求める

薬学部：北垣伸治教授

4月3日 中日新聞 【薬のはなし】指示通り飲んでますか？ 卒業生：鈴木弘子さん
4月3日 Eテレ 「先人たちの底力　知恵泉」“鬼平”長谷川平蔵　無理難題に挑む 法学部：代田清嗣助教
4月4日 中日新聞 自動運転EV 注目を　中日懇話会 名城大・吉野教授講演 理工学研究科：吉野彰教授

4月4日 中日新聞
◇バドミントン　東海大学選手権（2日・名古屋市守山SC）　▽男子　愛知
淑徳大3-1名城大　愛院大3-2名城大

バドミントン部

4月4日 京都新聞（web） 世界大学クロカン代表に京産大・棚池　スイスで7日出場
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん

4月5日 毎日新聞
【教えて！池上さん】旬なトピック　関税かけるとなぜ問題？ 相手国も報
復して世界の貿易が減り双方が損をします

池上彰教授

4月5日 中日新聞
◇バドミントン　東海大学選手権（3日・名古屋市守山SC）　▽男子　中京
大3-1名城大　名城大3-0静岡大

バドミントン部

4月5日 中日新聞
ぶかつ道　名城大付属高ウェイトリフティング部　実感「地味な練習が力
になる」

附属高校

4月6日 中日新聞ほか1紙

◇バドミントン　東海大学選手権 終日（4日・名古屋市守山SC）　▽男
子　日福大3-2名城大　▽同 終順位　⑤名城大1勝4敗　◇バドミントン
東海大学選手権入れ替え戦（5日・名古屋市守山SC）　▽男子　愛大（2
部2位）3-2名城大（1部5位）　▽女子　中京大（1部6位）3-2名城大（2部1
位）

バドミントン部

4月6日 毎日新聞
東海キャンパる　藤井聡太六段の師匠 杉本昌隆七段に聞く　苦しい時
こそ挑戦を

経営学部4年：望月康平さん

4月7日 中日新聞 愛知大学野球 春季きょう開幕　「3強」軸に激戦 硬式野球部
4月7日 中京テレビ 「ゴリ夢中」名古屋・大曽根 ナゴヤドーム前キャンパス

4月8日
中日スポーツほか2
紙

名城大が開幕戦白星　栗林 省エネ96球完投
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

4月8日 中日新聞
◇ハンドボール　東海学生リーグ（7日・中部大ほか）　▽男子　名城大
35-22学泉大

ハンドボール部

4月8日 朝日新聞 陸上 金栗記念選抜中長距離 7日
外国語学部1年：髙松智美ムセンビ
さん

4月8日 朝日新聞 コンテナが自分の空間に　カラフルコンテナ代表取締役 冨岡万輝さん

4月9日
毎日新聞（夕刊）ほか
1紙

愛知大学野球　②名城大2勝　名城大9-2東海学園大 硬式野球部

4月10日 中日新聞ほか2紙 映像＋体験 育て子どもの夢　ノーベル賞施設 7人協力意向
野依良治客員教授、赤﨑勇終身教
授、天野浩特別栄誉教授

4月10日 朝日新聞 激動する世界と宗教　技術革新 宗教の役割は 池上彰教授
4月10日 朝日新聞 北名古屋市長選候補者 卒業生：太田考則さん

4月10日 中日新聞

◇弓道ナゴヤユニバーシティカップ（8日・日本ガイシスポーツプラザ弓
道場）　団体　③愛院大、名城大　◇ハンドボール　東海学生リーグ（8
日・大同大）　▽男子　名城大28-21岐阜大　◇サッカー　東海学生リー
グ（8日・磐田市竜洋スポーツ公園サッカー場）　静岡産大2-1名城大

弓道部、ハンドボール部、蹴球部

4月10日 中日新聞 【薬のはなし】合成物質や自然界の物も 卒業生：鈴木弘子さん
4月11日 中日新聞 モリコロ基金 終了へ　1600件のNPO活動助成 都市情報学部：昇秀樹教授

4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）　名商大4-1名
城大

準硬式野球部

4月11日 中部経済新聞 【中経論壇】東日本大震災の明暗　「奇跡」と「悲劇」から7年の歳月
4月11日 中日新聞（夕刊） 一宮を将棋女子の聖地に　22日に対局イベント 都市情報学部4年：中澤沙耶さん
4月12日 朝日新聞 日本発 全固体電池に期待　EVや小型…新技術のパワーに 理工学研究科：吉野彰教授
4月14日 日本経済新聞 新社長　◇DCMくろがねや　赤井幹雄氏 卒業生：赤井幹雄さん
4月14日 読売新聞 2市長選 あす投開票　津島、北名古屋 3市議選も 卒業生：太田考則さん
4月15日 中日新聞ほか4紙 大学野球 ■愛知春季L　名城大快勝 栗林完投 硬式野球部
4月15日 中日新聞 「人生開くカギは熱中力」　名大・天野教授、江南で講演 天野浩特別栄誉教授

4月15日
☆中日新聞（松阪・紀
勢版）

起業の夢に前進　松阪の辻さん（名城大1）販売士検定2級合格 経営学部1年：辻彩伽さん

4月15日
神奈川新聞ニュース
（web）

〈時代の正体〉 ヘイト対策遅れに警鐘 人種差別撤廃訴えシンポ 法学部：近藤敦教授

4月16日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（172）昭和史を学ぶ意義　現代社
会の理解に役立つ

池上彰教授

4月16日 朝日新聞ほか4紙
◇愛知大学野球（15日、パロマ瑞穂）　▽2回戦　名城大（2勝）9-5愛院
大

硬式野球部

4月16日 中日スポーツ
◇東海学生サッカーリーグ（14日・名古屋市港サッカー場ほか）　名商大
5-2名城大

蹴球部

4月16日 中日新聞 北名古屋市長 長瀬氏4選 卒業生：太田考則さん
4月16日 AERA 【4/23号】滑り止めでも落ちる　超難化する首都圏の私立大学

4月16日
大学ジャーナルオン
ライン（web）

「受験生が関心を持った大学」調査、早稲田大学が全ての地区で20位
以内にランクイン

4月17日 東海テレビ 「ニュースOne」水で浮き出る謎の“青い点々”　住宅街に一体何が？ 薬学部：髙谷芳明准教授
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

4月18日 中日スポーツ 中日杯争奪・中部学生ゴルフ
ゴルフ部、都市情報学部4年：林健
太さん

4月18日
朝日新聞デジタル
（web）

三重）宇治山田商捕手が語る佐賀北戦　ベストゲーム 卒業生：西田拓郎さん

4月19日 中日新聞ほか3紙 日本国際賞・吉野氏「環境問題を解決」　授賞式で抱負 理工学研究科：吉野彰教授

4月19日 毎日新聞 東海アスリート群像　 速153㌔、制球も重視
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
吏さん

4月19日 中日新聞 「名城マナカ」新入生に贈る　名城大校友会 卒業生、校友会会長：山田弥一さん

4月19日 朝日新聞（三重版）
県が3.4億円債権放棄　松阪の三セク経営難で特定調停　市、ビル買い
取りへ

法務研究科：中島健一教授

4月20日 読売新聞ほか2紙 ノーベル賞3人の手形　天野さんら 名古屋で除幕式 天野浩特別栄誉教授

4月21日
テクノロジストマガジ
ン

【April 2018 vol. 13】研究者の肖像 飯島澄男終身教授

4月22日 中日新聞
◇ハンドボール　東海学生リーグ（21日・中部大ほか）　▽男子　名城大
24-23朝日大

ハンドボール部

4月23日 中日新聞
◇国体選手選考春季選抜（21日・パロマ瑞穂スタジアム）　◇県春季ウ
エイトリフティング（22日・愛工大名電高校）

附属高校

4月23日 日本経済新聞
【池上彰の現代史を歩く】　朝鮮戦争　民族分断 なお続く悲劇　東西冷
戦の構図 今も

池上彰教授

4月23日
中日新聞（三河総合
版）

知立団地に交流の場を　名城大生 住民と課題話し合う
理工学部：谷田真准教授、理工学
部4年：加藤光永さん

4月24日 読売新聞 データ　社長出身大トップ10 県内7校　愛知企業 根強い地元志向
4月24日 週刊朝日 【5/4・11合併号】2018大学入試　本当に人気の私大はここだ

4月24日
朝日新聞デジタル
（web）

ふれて目指そうノーベル賞学者 名古屋に手形像完成
赤﨑勇終身教授、天野浩特別栄誉
教授

4月24日 中京テレビ 「キャッチ！」安全なはずですが…　横断歩道に潜む危険 薬学部：マーク・リバック准教授

4月25日 中日新聞 ★宮本、加世田ら出場
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん

4月25日 中日新聞 ◇準硬式　東海地区大学リーグ（24日・パロマ瑞穂）　中部大9-5名城大 準硬式野球部

4月25日 建設通信新聞
中部・北陸　今夏に基本構想策定/文化創造の拠点整備/島田市民会
館跡地

都市情報学部：海道清信教授

4月26日 毎日新聞
【教えて！池上さん】5月の注目ニュース　連休どう過ごす？憲法読んで
みては　イスラエル建国70年　世界が注目 米朝会談

池上彰教授

4月26日 中日新聞
◇準硬式野球　東海地区大学リーグ（25日・パロマ瑞穂）　中部大5-2名
城大

準硬式野球部

4月26日
朝日新聞（長野東北
信版）

abnスポーツ大賞に5選手　新人賞にクロカンの15歳・笠原選手ら
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
菜さん

4月26日 毎日新聞 開かれた新聞委員会 2018　危機にある統治機構 安倍1強の弊害噴出 池上彰教授
4月27日 Standard愛知 【2018.5＞6月号】名城大学 準硬式野球部　Meijo式Junkoの充実 準硬式野球部

4月28日
タウンニュースてんぱ
く

参加者募集　◆楽しくボールに触れよう！「フラッグフットボール教室」 アメリカンフットボール部

4月29日 中日新聞ほか3紙 大学野球 ■愛知春季L　中京大と名城大 開幕から5連勝 硬式野球部

4月29日
サカエ経済新聞
（web）

丸栄で「鉄道模型展 ラストラン！」 ジオラマ展示や模型運転体験 鉄道研究会

4月30日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（173）大学で学ぶことの意義　新
入生、まず疑うことから

池上彰教授

4月30日 中日スポーツ
◇ハンドボール・東海学生リーグ（28日・大同大ほか）　▽男子　名城大
27-24愛教大

ハンドボール部

4月30日 中日スポーツ
◇中部日本学生軟式野球リーグ（29日・藤田保健衛生大）　名古屋外大
4-3名城大

軟式野球部

4月30日 中日新聞ほか1紙 大学野球 ■愛知春季L　▽パロマ瑞穂（1勝1敗）　名城大2-3愛大 硬式野球部
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