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6月1日 中日新聞

「受賞励みに進みたい」中日文化賞4人に贈呈／【Ｃｕｌｔｕｒｅ】中日文化賞

贈呈式　受賞者のメッセージ

理工学研究科：吉野彰教授

6月1日 中日新聞ほか1紙 大学野球　■中京大　大内がＭＶＰ　愛知春季リーグ　表彰選手

硬式野球部、人間学部4年：栗林良

吏さん、法学部4年：光部皓稀さん

6月1日 中日新聞 塩辛くなくてうまい　たまりしょうゆ弁当　ローソン、名城大が協力し開発 農学部：加藤雅士教授

6月2日 読売新聞ほか2件 カナダ　名古屋でパラ合宿　車いすバスケ　市と覚書 ナゴヤドーム前キャンパス

6月2日 中日新聞 高齢者スキルアップ支援　緑地管理　充実の笑顔　名古屋の成田さん 卒業生：成田登さん

6月2日 日本経済新聞 東海地方の伝統　発行調味料使う　ローソン、おにぎりなど 農学部：加藤雅士教授

6月2日 朝日新聞 チア230人　盛り上げへ　愛知大会開会式 附属高校

6月3日

中日新聞（なごや東

版）

特報館　古民家をゲストハウスに　瀬戸の南さん　ネットで出資募る 法学部4年：長谷川義徳さん

6月3日 中日新聞 サッカー　東海学生リーグ（2日・中京大ほか）　常葉大1-0名城大 蹴球部

6月4日 読売新聞 たまり醤油で弁当、おにぎり　あす発売　名城大と企業連携 農学部：加藤雅士教授

6月4日 中日新聞

◇中部日本学生軟式野球リーグ(3日・藤田保健衛生大学)　名城大9-0

鈴鹿医療大、名城大4-0三重大

軟式野球部

6月4日 中日新聞

◇県高校総体軟式野球(2日まで・口論義運動公園野球場ほか)　◇県

高校総体バレー(5月27日まで・岡崎中央公園総合体育館ほか）

附属高校

6月4日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（176）現代を生き抜く㊦　信頼は人

間関係の土台

池上彰教授

6月5日 中日新聞 東京五輪・パラ　県強化指定に269人【陸上競技】 女子駅伝部、法学部：向井智香さん

6月5日 中部経済新聞

【研究現場発】低酸素社会実現のために　地球・生態・住環境を考えた

エネルギー開発

理工学部：岡田恭明教授

6月5日 中部経済新聞 モバイル革命の原動力　吉野氏に日本国際賞　リチウムイオン電池 理工学研究科：吉野彰教授

6月6日

中日新聞（なごや東

版）

「くるりんばす」　ここ走ってます　日進市　モニター、スマホに位置情報 理工学部

6月6日

日本経済新聞ほか1

紙

藤田保健大と愛知学院大が包括連携協定 薬学部

6月6日 中部経済新聞

【中経論壇】同窓会から新入学生へのプレゼント　大学オリジナルのIC

カード

卒業生、校友会会長：山田弥一さん

6月7日 毎日新聞

【教えて池上さん！】 旬なトピック　ハワイ島噴火 特徴は？　溶岩がサラ

サラで穏やかな爆発 断続的に続いています

池上彰教授

6月7日 中日新聞 ◇県高校総体ウエイトリフティング（5月27日・愛工大名電高校） 附属高校

6月8日 中日新聞 ◇名城大校友会市民公開講座 校友会

6月8日 中日新聞（長野） 第27回abnスポーツ大賞　小平選手　喜びの3度目受賞

女子駅伝部、理工学部1年：和田有

菜さん

6月8日 読売新聞 工業高「高度」「実践」に活路

久保全弘名誉教授、愛知総合工科

高校専攻科

6月8日 中京テレビ 「キャッチ！」スズメバチ 名古屋でも活動開始　危険 対処するなら今？

附属農場技術職員：澤井真一郎さ

ん

6月8日 スポーツ報知（web） 日米大学野球日本代表候補に東洋大・甲斐野、上茶谷ら42人

硬式野球部、人間学部4年：栗林良

吏さん

6月9日 中日新聞ほか1件 陸上　アジア・ジュニア選手権　女子1500　高松2位

女子駅伝部、外国語学部1年：髙松

智美ムセンビさん

6月9日 読売新聞 理想の父は・・・池上彰さん 池上彰教授

6月9日 中日スポーツ

【大学野球日本代表選考合宿参加メンバー】　中部圏から名城大・栗林

ら　侍ジャパン大学代表候補42人発表

硬式野球部、人間学部4年：栗林良

吏さん

6月9日

★中日新聞緑区ホー

ムサービス

【人往来】平成30年度「ミス絞り」髙澤怜那さん　若い世代に有松の良さ

を発信

都市情報学部1年：髙澤怜那さん

6月10日 中日スポーツ ◇東海学生サッカーリーグ(9日・中京大ほか)　中京大4-1名城大 蹴球部

6月10日 中日スポーツ ◇東海高校体操大会第1日(9日・豊田市総合体育館) 附属高校

6月10日 中日新聞 【内堀　外堀】未来予測 理工学研究科：吉野彰教授

6月10日 朝日新聞 バスいまどこに　スマホで即確認　日進市がシステム導入

6月10日 CBCテレビ

「スポーツLIVE High FIVE!!」特集 東京五輪目指す超逸材ランナー　陸

上・長距離

女子駅伝部、外国語学部1年：髙松

知美ムセンビさん

6月10日 ★毎日新聞(地方版)

ぐるっと首都圏・旅する・みつける 群馬・太田　ジャパンスネークセンター

ヘビにふれあえる動物園

薬学部：二改俊章教授

6月11日 中日新聞（夕刊） 文化彩々　尖るべし 理工学研究科：吉野彰教授

6月11日

神戸経済ニュース

（web）

神戸市議会、議長に北山順一氏を選出　副議長に平野昌司氏 卒業生：北山順一さん

6月12日 中日新聞 ◇サッカー　東海学生リーグ（9日・中京大ほか）　中京大4-1名城大 蹴球部

6月12日 中日新聞

◇全日本ジュニア柔道体重別選手権県予選(2日・県武道館)　【男子】▽

55㌔　③中橋俊亮(名城大)　▽60㌔　③川松宥斗(名城大)　▽73㌔　②

早野晃平(名城大)　▽90㌔　③山本拓正（名城大）　▽100㌔　②出村一

馬（名城大）

【女子】▽48キロ　①島村美咲（名城大）　▽78キロ超　②大山美穂（名

城大）

柔道部、農学部2年：中橋俊亮さ

ん、法学部3年：川松宥斗さん、法

学部2年：早野晃平さん、理工学部2

年：山本拓正さん、法学部2年：出村

一馬さん、法学部2年：島村美咲さ

ん、法学部3年：大山美穂さん

6月12日 中日新聞 ◇全日本ジュニア柔道体重別選手権県予選（2日・県武道館） 附属高校

6月12日 中日新聞（岐阜）

◇西濃陸上競技選手権大会（2日・大垣市浅中公園陸上競技場）　【男

子】　▽5000㍍競歩　②古部大地（名城大）

陸上競技部、経済学部4年：古部大

地さん

6月12日 中日新聞（三重）

◇三泗地区陸上記録会（2日・四日市市中央緑地陸上競技場）　【一般

男子】　▽走り高跳び　①西田彪人（名城大）　２㍍00

陸上競技部、人間学部3年：西田彪

人さん

6月12日 中日新聞（岐阜）

アジアジュニア陸上2018　【女子】　▽3000㍍　②和田有菜（名城大）　9

分14秒13

女子駅伝部、理工学部1年：和田有

菜さん

6月12日 中日新聞 【薬のはなし】学校での安全管理も仕事 卒業生：鈴木弘子さん

6月13日 朝日新聞 新聞の読み方　名城大附属高で講座 附属高校

6月13日 毎日新聞（地方版） 「人工光合成　実用化を」市大センターが講演会 理工学研究科：福住俊一特任教授
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6月14日 読売新聞 ◇名将・駅伝部監督の講演会

女子駅伝部監督、法学部：米田勝

朗教授

6月15日 中京テレビ 「ぐっと」今年オープンしたベーカリー　お店イチオシの絶品パン Green Bakery BOOK CAFÉ

6月17日 中日新聞 ◇名城大総合研究所公開講座「健康・スポーツシリーズ」

女子駅伝部監督、法学部：米田勝

朗教授

6月17日 中日新聞 ◇古川為三郎サイエンス講演会「電池と私たちのくらし」 理工学研究科：吉野彰教授

6月17日 中日新聞 ◇サッカー　東海学生リーグ（16日・中京大ほか）　四日市大2-1名城大 蹴球部

6月17日 メーテレほか1件 「サンデーステーション」杉本七段らプロが指導　名城大学で将棋大会

将棋部、都市情報学部4年：中澤沙

耶さん

6月17日 中日新聞（近郊版） 泥水に苦戦し田植え　春日井で学生ら 農学部附属農場

6月18日 中日新聞ほか1紙

保育士切実「人手増やして」　休憩返上・サービス残業…7割「仕事持ち

帰り」　退職の悪循環鮮明　愛知・1万人調査

経済学部：蓑輪明子准教授

6月18日 読売新聞ほか1紙 小中高生265年が対局　将棋・名城大杯　プロ指導も

将棋部、都市情報学部4年：中澤沙

耶さん

6月18日 中日スポーツ ◇東海学生サッカーリーグ（16日・中京大ほか）　四日市大2-1名城大 蹴球部

6月18日 中日新聞

◇中部日本学生軟式野球リーグ（17日・藤田保健衛生大学）　至学館大

16-1名城大

軟式野球部

6月18日 中日新聞（三重） 東海高校総体陸上（伊勢市・県営陸上競技場）　【男子】　▽走り幅跳び 附属高校

6月18日 日本経済新聞

【池上彰の現代史を歩く】　聖地エルサレム　2つの民族 分断の壁　米大

使館移転　新たな火種

池上彰教授

6月19日 中日スポーツ

◇中部日本学生軟式野球リーグ（17日・藤田保健衛生大）　至学館大

16-1名城大

軟式野球部

6月19日 中日新聞 【薬のはなし】副作用？自己判断しないで 卒業生：鈴木弘子さん

6月20日

日本経済新聞（夕

刊）

チーム医療、大学超え授業　860人が横断テーマ議論　連携の重要性学

ぶ

薬学部

6月22日 日刊スポーツ（web） 甲斐野156キロ／大学日本代表選考合宿紅白戦詳細

硬式野球部、人間学部４年：栗林良

吏さん

6月23日

デイリースポーツEX

（web）ほか1件

18歳高松が女子1500メートルで大逆転初Ｖ

女子駅伝部、外国語学部１年：髙松

智美ムセンビさん

6月23日

タウンニュースてん

ぱく

催し　◆名城大・総合研究所公開講演会　健康・スポーツシリーズ第3回

「管理指導と自主性重視の指導～女子駅伝部の指導から学んだこと

～」

法学部：米田勝朗教授

6月24日 中日新聞 ◇サッカー　東海学生リーグ（23日・中京大ほか）　静岡大3-1名城大 蹴球部

6月24日 毎日新聞 全日本学生優勝大会　女子5人制　山梨学院5連覇 柔道部

6月24日 信毎web（web） 陸上日本選手権　男子８００メートルで川元が6連覇

女子駅伝部、理工学部1年：和田有

菜さん

6月24日 毎日新聞ほか2紙

陸上　日本選手権【女子】▽1500㍍　①髙松智美ムセンビ（名城大）　4

分17秒43

女子駅伝部、外国語学部1年：髙松

智美ムセンビさん

6月24日 中日新聞 【ニュース池上塾】53　ＥＵ報復関税とは　米与党幹部の地盤標的 池上彰教授

6月24日 毎日新聞 保育士残業18.9時間　月平均14時間手当なし　研究者ら調査 経済学部：蓑輪明子准教授

6月25日 中日新聞

◇県下学生弓道選手権（17日・日本ガイシスポーツプラザ弓道場）　【団

体】男子①名城大　【個人】▽女子②伊藤綾乃（名城大）

弓道部、法学部2年：伊藤綾乃さん

6月25日 日本経済新聞 ■「池上彰のマンガでわかる経済学<1>経済のしくみ」販売中 池上彰教授

6月25日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】（177）経済学を楽しむ㊤　市場を

分析 人間が見えた

池上彰教授

6月26日 中日新聞 【薬のはなし】　カフェイン避け水分補給 卒業生：宮嶋貴美さん

6月26日 読売新聞

29、30日SAKEフェス　酒の魅力　学生と発信　名城大サークル運営協

力

日本酒研究会、農学部：加藤雅士

教授、農学部3年：阪野里帆さん、

農学部3年：寺村佳菜さん、農学部2

年間瀬晴友さん

6月28日 毎日新聞

【教えて池上さん！7月の注目ニュース】　核兵器禁止条約の採択から7

日で1年。日本の反対の姿勢は批判も出ました

池上彰教授

6月28日 朝日新聞 東西186校　栄冠に挑む 附属高校

6月28日 CBCテレビ 「イッポウ」ふるさと納税 自粛に反し「背に腹は…」 都市情報学部：昇秀樹教授

6月29日 毎日新聞ほか1件 ヤマハ新監督に元コーチ室田氏　社会人野球 本学出身者：室田信正さん

6月30日

朝日新聞DIGITAL

（web）

「強くない高校で、みんなで勝つ醍醐味」中日・岩瀬投手 附属高校
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