メディアで見る名城大学（2018年5月）

日付

メディア

5月1日 中日新聞

見出し・番組名など
◇中部日本学生軟式野球リーグ（4月29日・藤田保健衛生大学） 名古
屋外大4-3名城大

掲載者
軟式野球部

5月1日 読売新聞ほか2紙

愛知大学野球 春季リーグ戦（30日・パロマ瑞穂球場） 愛大2-9名城大 硬式野球部

5月1日 中日新聞
5月1日 日経産業新聞
5月1日 ★伊勢新聞

◇県高校総体柔道名南地区予選（4月22日・県武道館）
パワー半導体 材料に新星 酸化ガリウム
「ボートレースで人に夢を」 今月13日 津出身の宮村選手デビュー
研究現場発 サスティナブルなシステム作り 変化する社会を支えるロ
ボット技術

5月1日 中部経済新聞

附属高校
赤﨑勇終身教授
卒業生：宮村勇哉さん
理工学部：芦澤怜史准教授

女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん、理工学部1年：和
田有菜さん
陸上 ゴールデンゲームズinのべおか 中長距離9種目、747人エントリー 女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
5月2日 毎日新聞（地方版）
男子1万メートルに設楽選手ら 5日開催/宮崎
智美ムセンビさん
5月3日 中日新聞ほか5紙
ソトー社長に上田氏が昇格
卒業生：上田康彦さん
【教えて！池上さん】旬なトピック 「非人道的」な毒ガス アサド政権が使
5月3日 毎日新聞
池上彰教授
用か 「ルール違反」に警告
5月3日 中日新聞
第71回中日文化賞決まる
理工学研究科：吉野彰教授
5月3日 中日新聞（中勢版） デビュー戦楽しみ 津ボート宮村選手（白山出身）
卒業生：宮村勇哉さん
◇ハンドボール 東海学生リーグ（3日・名古屋市体育館ほか） ▽男子
5月5日 中日新聞ほか1紙
ハンドボール部
名城大29-14岐阜聖徳大
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
5月5日 毎日新聞（web）
陸上 設楽悠は途中棄権 Gゲームズのべおか
菜さん、外国語学部1年：髙松智美
ムセンビさん
5月6日 中日新聞
大学野球 ■愛知春季L 名城大と愛大先勝
硬式野球部
愛知大学野球 春季リーグ戦（5日・パロマ瑞穂球場） 中部大1-3名城
5月6日 読売新聞
硬式野球部
大
中日スポーツほか1 愛知大学野球（5日・パロマ瑞穂） 栗林11奪三振完投 名城大3-1で中
5月6日
硬式野球部
紙
部大下す
5月6日 日経MJ（流通新聞） 効率化の先におもてなし IT・ロボ 使いこなす
卒業生：黒須康宏さん
朝日新聞（東京本社
女子駅伝部、理工学部1年：和田有
5月6日
陸上 ゴールデンゲームズinのべおか 大六野初V 男子1万㍍
版）
菜さん
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
5月7日 ★読売新聞（夕刊） しあわせ小箱 女流棋士の道*1 負けられない1局 惨敗
さん
◇愛知大学野球（6日、パロマ瑞穂） ▽2回戦 中部大4-3名城大（延長
5月8日 朝日新聞ほか3紙
硬式野球部
11回）
◇県高校総体体操名北・名南・知多予選（4日・日本ガイシスポーツプラ
5月8日 中日新聞
附属高校
ザ第2競技場）
5月8日 中日新聞ほか1紙
◇サッカー 東海学生リーグ（6日・名経大ほか） 愛院大3-1名城大
蹴球部
◇ハンドボール 東海学生リーグ（5日・大同大ほか） ▽名城大21-20愛
5月8日 中日新聞ほか1紙
ハンドボール部
大
5月8日 中日新聞ほか1紙
◇バレーボール 東海大学リーグ ▽男子1部A 名城大3-2大同大
バレーボール部
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
5月8日 ★読売新聞（夕刊） しあわせ小箱 女流棋士の道*2 準優勝「私って強い？」
さん
「スイッチ！」安い！本格的！オシャレ！ 一般の方もOK！“大学めし” Green Bakery BOOK CAFÉ、MU
5月8日 東海テレビ
SP
ガーデンテラス
5月2日 中日スポーツ

名城大駅伝に強力1年生コンビ 7月U-20世界選手権の出場確実

5月9日 Forbes JAPAN（web） 日本国際賞に輝く科学者から学ぶ「真の革新者」になるための教訓

理工学研究科：吉野彰教授

5月9日 毎日新聞ほか3紙

愛知大学野球 ③中部大2勝1敗 中部大2-1名城大（延長十一回）

5月9日 ★読売新聞（夕刊）

しあわせ小箱 女流棋士の道*3 藤井さんに勝ってたの？

硬式野球部
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん

5月9日 中部経済新聞

【中経論壇】警察官のストーカー逮捕 被害の前に明確な意思表示を

卒業生、校友会会長：山田弥一さん

5月10日 中日新聞

◇準硬式 東海地区大学リーグ（9日・パロマ瑞穂） 愛大8-7名城大

5月10日 ★読売新聞（夕刊）

しあわせ小箱 女流棋士の道*4 バイト、旅行 大学生活満喫

5月10日 大學新聞

世界大学クロスカントリーで銀メダルを獲得 名城大学

5月11日 中日新聞

準硬式野球部
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
さん
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん
農学部

5月13日 毎日新聞（地方版）

笑顔！ 中日本高速道路社員 清水かほりさん 沿線地域と催し企画
◇準硬式野球 東海地区大学リーグ（10日・パロマ瑞穂） 愛大7-6名城
準硬式野球部
大
農学部：加藤雅士教授、農学研究
酵母さん ありがとう カーネーションの純米酒 どうぞ
科1年：武内花菜子さん
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
しあわせ小箱 女流棋士の道*5 夢へ 将棋漬けの日々
さん
硬式野球部、人間学部4年：栗林良
最速153㌔右腕 プロが熱視線 名城大・栗林
吏さん
将棋部、人間学部4年：脇田菜々子
女流棋士を目指して 名城大将棋部・脇田菜々子さん
さん
NIE講座 新聞で未来予測㊤ 未知の職業に出合おう
附属高校
◇準硬式野球部 東海地区大学リーグ（12日・中京大） 愛院大15-3名
準硬式野球部
城大
陸上 東海学生対校選手権第1日（11日・パロマ瑞穂スタジアムほか） 女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
【女子】 ▽1500㍍ ①髙松智美ムセンビ（名城大） 4分23秒71
智美ムセンビさん
延藤安弘さん死去 しのぶ会に550人 名古屋で教え子ら/愛知
元教職員：延藤安弘さん

5月14日 中日新聞

◇準硬式野球 東海地区大学リーグ（13日・中京大） 愛院大3-2名城大 準硬式野球部

5月11日 中日新聞
5月11日 ★日本農業新聞
5月11日 ★読売新聞（夕刊）
日本経済新聞（夕
刊）ほか1紙
タウンニュースてん
5月12日
ぱく
5月13日 中日新聞

5月12日

5月13日 中日新聞
5月13日 中日新聞（三重）
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日付

メディア

5月14日 中日新聞

5月14日 中日新聞

5月14日 中日新聞

5月14日 中日新聞

5月14日 中日新聞

5月14日 中日新聞

5月14日 日本経済新聞
5月14日 日本経済新聞
5月15日

中日スポーツほか1
紙

5月16日 中日新聞
中日スポーツほか1
紙
5月17日 朝日新聞ほか1紙

5月16日

5月17日 中日新聞
5月17日 中日新聞
5月17日 NHK
5月18日 中日新聞
5月18日 中日新聞
5月18日 中日新聞（岐阜）
5月20日 朝日新聞

見出し・番組名など
掲載者
◇県高校総体陸上名南北予選（5日まで・パロマ瑞穂スタジアムほか）
◇県高校総体体操（12日・スカイホール豊田） ◇県高校総体柔道（12 附属高校
日・県武道館）
◇東海学生卓球春季リーグ（12日・一宮市総合体育館） 【男子】 3部
岐阜大4-0名城大、名城大4-3名院大、愛院大4-0名城大 【女子】 2部 卓球部
日福大4-2名城大、愛淑大4-1名城大、名城大4-2名工大
柔道部、法学部4年：吉野茂樹さ
◇県護国神社奉納武道・柔道（5日・県武道館） 【男子】初段 ①吉野茂
ん、同2年：西野幸祐さん、同2年出
樹（名城大） ▽二段 ①西野孝祐（名城大） ②出村一馬（同） ③山本
村一馬さん、理工学部2年：山本拓
拓正（名城大） 【女子】初段 ①古川華帆（名城大）
正さん、法学部3年：古川華帆さん
◇バレーボール 東海大学リーグ（12日・愛院大ほか） ▽男子 岐阜経
大3-1名城大
バレーボール部
◇バレーボール 東海大学リーグ（13日・愛院大ほか） ▽男子 愛院大
3-0名城大
◇ハンドボール 東海学生リーグ（12日・中部大ほか） ▽中部大27-24
ハンドボール部
名城大
◇陸上 東海学生対校選手権第1日（11日・パロマ瑞穂スタジアムほか）
【女子】 ▽1500㍍ ①髙松智美ムセンビ（名城大）4分23秒71
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
◇陸上 東海学生対校選手権第2日（12日・パロマ瑞穂スタジアムほか） 智美ムセンビさん、人間学部4年：青
【女子】 ▽5000㍍ ①青木和（名城大） 16分23秒44
木和さん、法学部2年：加世田梨花
◇陸上 東海学生対校選手権最終日（13日・パロマ瑞穂スタジアムほ さん
か） 【女子】 ▽1万㍍ ①加世田梨花（名城大） 33分20秒03
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（174）自分の頭で考え抜く力 人生
池上彰教授
の岐路で答え導く
天野浩特別栄誉教授、赤﨑勇終身
青色LEDで省エネ半導体 ノーベル賞天野教授 EV搭載に期待
教授
愛知大学野球 きょう中部大に○、19日名城大に○なら決定

硬式野球部

アメフット名門 悪質プレー波紋 ルール超えている 名城大監督非難

アメリカンフットボール部：槇野均監
督

愛知大学野球 次週名城大との直接対決1勝で優勝

硬式野球部

LEDの材料使い「省エネ半導体」 天野浩・名古屋大教授らが開発
◇準硬式野球 東海地S9大学リーグ（16日・パロマ瑞穂）名城大18-0名
院大
◇県高校総体剣道名南予選（3、4日・緑スポーツセンター）
「おはよう日本」「おはよう東海」ノーベル物理学賞の天野浩教授 青色
発光ダイオード材料の半導体開発にメド
「責任 選手だけか」 アメフット 関学大、直接謝罪要求 「指導者の能力
不足」 東海の監督ら批判
◇準硬式野球 東海地区大学リーグ（17日・パロマ瑞穂） 名城大7-0名
院大
陸上 東海学生対校選手権最終日（13日・パロマ瑞穂スタジアムほか）
【女子】 ▽1万㍍ ①加世田梨花（名城大） 33分20秒03
●中国仏教史入門（開講案内）

天野浩特別栄誉教授

5月20日 日刊スポーツ（web） 【GGP大阪】女子トラック記録/陸上
5月20日 中日新聞ほか2紙
5月20日 中日新聞
5月20日 中日新聞
5月20日 朝日新聞
5月21日 日本経済新聞
5月21日 中日新聞
5月21日

中日スポーツほか4
紙

5月21日 中日新聞

5月21日 中日新聞

5月22日 中日新聞

5月22日 中日新聞（東濃）
★朝日新聞（夕刊・
5月22日
千葉版）
中日スポーツほか4
5月22日
紙
5月22日 中日スポーツ

準硬式野球部
附属高校
天野浩特別栄誉教授
アメリカンフットボール部：槇野均監
督
準硬式野球部
女子駅伝部、法学部2年：加世田梨
花さん
非常勤講師：齋藤滋さん
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
智美ムセンビさん

大学野球 ■愛知春季L ▽パロマ瑞穂（1分け） 名城大5-5中京大（延
硬式野球部
長十三回規定により引き分け）
◇ハンドボール 東海学生リーグ（19日・大同大） ▽男子 中京大22ハンドボール部
21名城大
NIE講座 新聞で未来予測㊥ 10年後の日本社会は？
附属高校
女子駅伝部、外国語学部1年：髙松
セイコーGGP陸上2018大阪 きょう開催
智美ムセンビさん
【池上彰の現代史を歩く】ケネディ元大統領 力強い言葉 時代動かす
池上彰教授
外国語学部：アーナンダ・クマーラ
セイロン瓜は健康野菜 名城大 活用法探るセミナー
教授
中京大と直接対決 名城大サヨナラ劇勝 きょう最終V決戦

硬式野球部

◇バレーボール 東海大学リーグ（19日・愛院大ほか） ▽男子 中京大
バレーボール部
3-1名城大
◇東海学生卓球春季リーグ最終日（13日・一宮市総合体育館） 【男子】
3部 愛教大4-2名城大 名工大4-3名城大 【女子】2部 愛院大4-2名
卓球部
城大 名城大4-3岐阜大 【順位】男子3部 ⑤名城大 ▽女子2部 ④名
城大
◇中部女子学生スポーツ射撃選手権（12、13日・県総合射撃場） 10㍍
ライフル射撃部、都市情報学部3
エアライフル立射60発個人 ①都築彩夏（名城大） ◇中部学生スポー
年：都築彩夏さん、法学部4年：天保
ツ射撃選手権（12、13日・県総合射撃場） 50㍍ライフル伏射60発個人
諒人さん
①天保諒人（名城大） ▽10㍍エアライフル立射60発団体 ①名城大
学生消防団 認証第1号 多治見市 名城大4年、奥山さん

経営学部4年：奥山翔平さん

朝日カルチャーセンター 千葉教室 東南アジアの宗教を学ぶ

非常勤講師：齋藤滋さん

名城大との直接対決制し 中京大 2季連続Ｖ

硬式野球部

◇ハンドボール・東海学生リーグ（19日・大同大） ▽男子 中京大22-21
ハンドボール部
名城大
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日付

メディア

5月22日 中日スポーツ

5月22日 中日スポーツ
5月22日 中日新聞
5月22日 中日新聞（web）
5月23日 中日新聞ほか3紙
日本経済新聞（夕
5月23日
刊）ほか1紙
5月25日 朝日新聞

5月25日 名古屋フリモ

5月26日 中日新聞
5月27日 中日新聞
5月27日 中日新聞
5月27日 中日新聞（北勢）
5月28日 CBCテレビ
5月28日 毎日新聞
5月28日 毎日新聞
5月28日 中日新聞
5月28日 中日新聞
5月28日 中日新聞
5月28日 中日新聞
5月28日 中日新聞

5月28日 中日新聞
5月28日 中日新聞
5月28日 中日新聞（福井）
5月29日 中日新聞
5月29日
5月29日
5月29日
5月30日

中日新聞ほか2紙
中日新聞
日経速報ニュース
日経産業新聞

5月31日 毎日新聞
5月31日 時事ドットコム
5月31日 朝日新聞
5月31日 中日新聞（夕刊）

見出し・番組名など
◇バレーボール・東海大学リーグ（19日・愛院大ほか） ▽男子 中京大
3-1名城大 ◇バレーボール・東海大学リーグ最終日（20日・愛院大）
▽男子 名城大3-1愛大 ▽最終順位 ④名城大2勝3敗
◇柔道・東海学生優勝大会（20日・愛知県武道館） ▽男子 皇学館大
3-2名城大 ▽女子3人制 皇学館大2-0名城大
【薬のはなし】服用時間と回数 守ろう
静岡 島田の文化施設整備あり方 基本構想検討委が議論
大学野球 ■愛知春季リーグ 名城大が2位確定

掲載者

卒業生：宮嶋貴美さん
都市情報学部：海道清信教授
硬式野球部

池上彰さんに殺害予告

池上彰教授

バレーボール部

柔道部

池上彰の新聞ななめ読み 「万引き家族」カンヌ最高賞 社会映した是枝
池上彰教授
マジック
経済学部：谷村光浩准教授、経済
【2018.6 vol.71】名城大学経済学部・谷村ゼミ 映像制作を通じて考える 学部3年：内山晃一さん、谷川涼さ
経済や社会問題
ん、吉田朋康さん、卒業生：阪元亜
悠美さん
名古屋らしさ話し合う 都市計画審 検討部会が初会合
福島茂副学長
ＮＩＥ講座 新聞で未来予測㊦ 友人の「10年後」を文章に
附属高校
アメリカンフットボール部：槇野均監
アメフット反則問題 中部の大学関係者 危険競技イメージ心配
督
事業計画承認しセミナーを開催 四日市港利用促進協
理工学部：松本幸正教授
「花咲かタイムズ」激うまパンに感動 達人激推し 新オープン店
Green Bakery BOOK CAFÉ
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】（175）現代を生き抜く㊤ 情報感度
池上彰教授
磨く工夫重ねて
教育の窓 飛び入学 制度の周知進まず 開始20年 入学者は130人
◇サッカー 東海学生リーグ(26日・愛院大ほか) ▽東海学園大6-0名城
蹴球部
大
◇水泳 中部学生短水路選手権（27日・愛院大） 【女子】 ▽50㍍背泳 水上競技部、人間学部2年：山本咲
ぎ 山本咲良（名城大）29秒38
良さん
◇尾張前期一般男子ソフトボール(27日・西枇杷島リバーランド) ▽名城
ソフトボール部
大7-0三菱重工小牧南、名城大13-8ガイシ、丹羽ク12-5名城大
◇ハンドボール 東海学生リーグ最終日(26日・ウィングアリーナ刈谷)
ハンドボール部
▽男子 名城大27-26大同大 ▽同最終順位 ③名城大7勝2敗
◇弓道 東海学生選手権最終日（27日・ドルフィンズアリーナ） ▽男子 弓道部、理工学部3年：渡邉義人さ
個人優勝者 渡邉義人（名城大）
ん
◇県高校総体レスリング(19、20日・一宮工業高校) ◇県高校総体陸上
附属高校
(20日まで・パロマ瑞穂スタジアム) ◇県高校総体柔道(26日・県武道館)
◇公開講座「食と農の安全を考える」
越前大野名水マラソン 新緑の城下町駆ける 金沢の安川沙弥香さん
◇中部日本学生軟式野球リーグ（27日・藤田保健衛生大） 愛知東邦大
5-0名城大
大学野球 ■愛知春季リーグ 全日程が終了
【薬のはなし】 「頓用」用法厳守して
ローソン、名城大と共同開発したおにぎり・弁当を中部地区店舗で発売
導電性高いナノチューブ 名城ナノカーボン 航空機・半導体向け量産
【教えて池上さん！6月の注目ニュース】 14日からサッカーＷ杯 格上
のチームと対戦する日本代表、結果を残せるか
2018年6月26日「池上彰と迫る日本の格差と教育」パネルディスカッショ
ン開催！
【オーサー・ビジット2018】 憧れの人と夢の授業 学校に来てね！思い
を色紙に
学術、芸能 業績たたえ 4人に中日文化賞贈呈
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農学部
卒業生：安川沙弥香さん
軟式野球部
硬式野球部
卒業生：宮嶋貴美さん
農学部：加藤雅士教授
安藤義則名誉教授
池上彰教授
池上彰教授
池上彰教授
理工学研究科：吉野彰教授

