
メディアで見る名城大学（2021年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月1日 中日スポーツ 栗林2年目球団最高額5300万円サイン 卒業生：栗林良吏さん

12月1日 読売新聞 訃報：蓬原雄三氏 元教授：蓬原雄三さん

12月1日 中日新聞 栗林3700万円増5300万円で更改 卒業生：栗林良吏さん

12月1日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学が小学生を対象とした「ミライ社会へのユメ絵画展コンテスト」
を開催　－－　来年１月３１日まで作品募集、表彰式にはノーベル賞受
賞者の吉野彰教授と天野浩教授が出席予定

吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

12月1日
アメーバニュース(サ
イバーエージェント)

ノーベル賞の吉野彰氏・野依良治氏による講演会１２／１１
吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
野依良治客員教授

12月1日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大リーグはロックアウト突入不可避　大谷翔平や鈴木誠也の契約・ビザ
発給・調整に大打撃！

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月2日 中日新聞（夕刊）
栄中日文化センター【特別講座・新年の招福とご利益ー仏教からのアプ
ローチ】

斎藤滋非常勤講師

12月2日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】多様な微生物が競争し共存の関係を築く 農学部：荒川征夫准教授

12月2日 毎日新聞 広島カープ・栗林良吏　侍ジャパン守護神、今も生きる都市対抗の教訓 卒業生：栗林良吏さん

12月2日 グノシー 「１８歳で成人」は早すぎる？遅すぎる？ 池上彰教授

12月2日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

「就職に有利だと思う大学」ランキングＴＯＰ１５！　中部在住者が選ぶ１
位は「東京大学」に決定！【２０２１年最新調査結果】

12月2日 @niftyニュース 池上彰氏、中学生に説く「人間はきれいなところも汚いところもある」 池上彰教授

12月3日 中部経済新聞
論説　米中からの大幅な遅れを取り戻せるか　データサイエンスが読
み、書き並みに

小原章裕学長、理工学部：佐川雄
二教授、吉川雅弥教授、柳田康幸
教授

12月3日
東洋経済education
×ICT

夢に挑む東大生「人類は、火星に移住できるか？」 池上彰教授

12月3日 千葉日報 「将来の夢、焦らず考えて」　池上彰さん特別授業　船　橋習志野台中 池上彰教授

12月3日 日経 xTECH 日本の電池開発は「崖っぷち」　ノーベル賞受賞者の吉野氏の叫び 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月3日
おたくま経済新聞
(シー・エス・ティー・エ
ンターテインメント)

＜エスエスケイ＞２０２２シーズン、新たに広島東洋カープ／栗林良吏選
手、読売ジャイアンツ／高橋優貴選手の２選手とアドバイザー契約を締
結

卒業生：栗林良吏さん

12月3日 JDN
共存をテーマに、多様性を柔らかく包み込む空間を生み出す－ＭＡＲＵ　
ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（１）

卒業生：高野洋平さん

12月3日 magacol(光文社)
ＳＨＥＬＬＹさん「虐待や世界情勢…悲惨なニュースって子どもにどう伝え
るべき？」

池上彰教授

12月4日 朝日新聞 多文化「知り合う場を」名古屋入管など共生考える催し 法学部：近藤敦教授

12月4日 中日新聞 外国人と共生考える　JICA中部や名古屋入管が催し 法学部：近藤敦教授

12月4日 中日新聞 名古屋市議東区補選　あす投開票 卒業生：上村美千代さん

12月4日 中日新聞 東海学生駅伝 女子駅伝部、陸上競技部

12月4日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】舩坂酒造店　飛騨高山で「酒のエンタメ」
農学部3年：高須菜々恵さん、松山
直樹さん、仲敏希さん

12月4日 メ～テレ
【ドデスカ！ドヨウビデス。】エコな未来を実現する知られざるものづくり
の裏側に潜入

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月4日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２１年度　愛知県高校新人体育大会　サッカー競技　新人戦　名北支
部予選　組み合わせ掲載！１／９～１／１５開催！

愛知総合工科

12月4日
月陸Online(陸上競技
社)

日本学連栄章贈与式に学生オリンピアン出席　順大・泉谷＆三浦、福岡
大・兒玉ら新記録称えられ

外国語学部3年：小林成美さん

12月4日
月陸Online(陸上競技
社)

田中希実「今季締めくくり」の５０００ｍで１５分０４秒８３！仙台育英・米
澤が高校歴代６位の快走／日体大記録会

理工学部4年：和田有菜さん

2022/1/11

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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メディアで見る名城大学（2021年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月4日 スポニチ
ドラ１候補集結！２年ぶりの大学代表候補合宿がスタート　大久保監督
が語る選出ポイントとは

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

12月4日 スポニチ
早大のドラ候補・蛭間が宿敵ともタッグ　慶大・広瀬らから助言授かり
「勉強になった」大学代表候補合宿

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

12月5日 毎日新聞 地球にやさしいミライの姿　自由に描いて
吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

12月5日 中日新聞 地道に鍛錬「地方の星」 施設部：福井博泰さん

12月5日 nippon.com
２０２２年に創業１００年を迎える企業は１３３４社―東京商工リサーチ調
査

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月5日 信毎web
池上彰さん「新型コロナ下の現在も新たな歴史の過渡期」　上田で講演
会

池上彰教授

12月6日 中日新聞 上村さんが当選　名古屋市議東区補選 卒業生：上村美千代さん

12月6日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】昭和女子大の国際交流活動 池上彰教授

12月6日 読売新聞 名古屋市議に上村氏初当選　東区補選 卒業生：上村美千代さん

12月6日
月陸Online(陸上競技
社)

富士山女子駅伝の出場２４チームが決定　初出場は中京学大と亜細亜
大、筑波大は８年ぶり参戦

女子駅伝部

12月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

朝日大学が男女１部リーグでアベックＶ＜東海学生卓球各部別大会・秋
季リーグ戦＞

理工学部3年：小澤弦矢さん、経済
学部1年：松井颯士さん

12月6日 Yahoo!ニュース
【Ｊａｐａｎ　Ｄａｔａ】２０２２年に創業１００年を迎える企業は１３３４社―東京
商工リサーチ調査

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月6日 読売新聞オンライン 雑誌文藝部、池上彰さんにインタビュー…駒場東邦 池上彰教授

12月6日 グノシー 侍ジャパン大学代表候補紅組ｖｓ侍ジャパン大学代表候補白組 法学部2年：松本凌人さん

12月6日 @niftyニュース
佐々木朗希、宮城大弥だけじゃない…２００１年度生まれ「新黄金世代」
が日本球界を席捲する可能性

法学部2年：松本凌人さん

12月6日
PR Today(共同ピー
アール)

「日経ＳＤＧｓフェスｉｎどまんなか」に登壇 天野浩特別栄誉教授

12月6日
JPubb(レッドクルー
ズ)

「生物多様性とＳＤＧｓ　ユース会議」での取組発表と会議テーマの検討
を行うユースの皆さんをそれぞれ募集します！

12月6日 Yahoo!ニュース 立大・山田、早大・蛭間に快音響く　強化合宿でアピール合戦 法学部2年：松本凌人さん

12月7日 dニュース(NTTドコモ)
「ＳＳＫ」の広島栗林良吏、水色グラブで広告塔誓う「活躍が一番の恩返
し」

卒業生：栗林良吏さん

12月7日 毎日新聞 １９年ノーベル化学賞　吉野教授が記念講演　名城大で１１日　／愛知
吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
野依良治客員教授

12月7日 建通新聞 愛知県　あいち交通ビジョン（仮）最終案 理工学部：松本幸正教授

12月7日 岐阜新聞 Web 親日国で岐阜思い活動 卒業生：高橋良明さん

12月8日
livedoor ニュース
(LINE)

甲子園を沸かせた巨漢投手がついに本格化　１９５センチからの速球で
大学球界の精鋭たちを圧倒

法学部2年：松本凌人さん

12月8日 4years.(朝日新聞社)
大学女子駅伝界のアーティスト集団・大阪芸術大学　２年越しの富士山
への想い！

女子駅伝部

12月8日 dニュース(NTTドコモ)
「戦争と平和」対談に学ぶ！池上彰さん増田ユリヤさん平和への願い：１
２月８日真珠湾攻撃から８０年

池上彰教授

12月8日 薬事日報
来年３月２７日に日本薬学会第１４２年会で市民公開講座「アフターコロ
ナの日本と世界はどこへ行く」開催

池上彰教授

12月9日 中日新聞
高みへ　さらなる精進を　県、後藤選手らにスポーツ顕彰　五輪・パラで
活躍95人

卒業生：栗林良吏さん

12月9日 中日スポーツ トヨタ自動車OB集結で火花バチバチ　来季こそ"カイゼン"　栗林撃ち 卒業生：栗林良吏さん

12月9日
とれまがニュース(サ
イトスコープ)

ＭＤＶ・データック無料Ｗｅｂセミナー第２弾　１／２７開催のお知らせ 卒業生：佐藤大輔さん

12月9日 Yahoo!ニュース 【広島】大瀬良、九里、森下３本柱が安定、救援は新人２人が大活躍 卒業生：栗林良吏さん

12月9日 dニュース(NTTドコモ)
都市対抗野球決勝で広島・栗林良吏が始球式「力みも出ちゃって」高め
のボールに

卒業生：栗林良吏さん

12月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

広島・栗林が都市対抗野球決勝で始球式　トヨタのユニホームで登場 卒業生：栗林良吏さん

12月10日 中日新聞（知多） 東海学生駅伝１２日号砲　４県から２５チーム 女子駅伝部

12月10日 中部経済新聞 抗うつ薬の開発目指す 薬学部：衣斐大祐准教授
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メディアで見る名城大学（2021年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月10日 日本経済新聞 【ロボット・AI・IoT研究最前線】名城大学 理工学部：大原賢一教授

12月10日 毎日新聞 【第92回都市対抗野球】帰ってきたトヨタ栗林 卒業生：栗林良吏さん

12月10日 NHK 【まるっと！みえ】

12月10日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２１年度　愛知県高校新人体育大会　サッカー競技　新人戦　名南支
部予選　組み合わせ掲載！１／８，９，１５開催！

附属高校

12月10日 ノアドット
大谷翔平と鈴木誠也に火の粉が…米国の北京五輪「外交ボイコット」で
懸念される中国の報復

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月10日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学が高分解能融解曲線分析法による新型コロナウイルスオミク
ロン株とデルタ株の同時識別法を開発

薬学部：神野透人教授

12月10日
NEWSポストセブン
(小学館)

スーパー南海地震と富士山噴火　同時発生なら静岡県で死者７万人超
の予測

川崎浩司特任教授

12月10日
マイベストプロ
JAPAN(ファーストブ
ランド)

【合格速報】２０２２年度　総合型・学校推薦型選抜　合格実績

12月10日 熊本日日新聞 オミクロン株を９０分で迅速識別 薬学部：神野透人教授

12月11日 ★中日新聞
水素燃料で動く車「びっくり」　西区の幼稚園　愛知総合工科高生が製
作、出張授業

愛知総合工科

12月11日 中日新聞 オミクロン株3時間で判別　名城大開発 薬学部：神野透人教授

12月11日 中日新聞 【駅伝】東海学生対校あす男女号砲 女子駅伝部

12月11日 中部経済新聞 オミクロン株を迅速識別　名城大　独自手法で90分 薬学部：神野透人教授

12月11日 CBC
【報道特集】ノーベル賞吉野終身教授が講演　リチウムイオン電池の未
来語る

吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
野依良治客員教授

12月11日 NHK
【ウィークエンド中部】名城大学　短時間で識別する方法開発　オミクロン
株とデルタ株

薬学部：神野透人教授

12月11日 NHK　BS1 【中部推し！ナビゲーション】

12月11日
livedoor ニュース
(LINE)

２０２１年セ・リーグ新人王は？　広島・栗林良吏、ＤｅＮＡ・牧秀悟らの躍
動で大激戦の様相に

卒業生：栗林良吏さん

12月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

不破聖衣来がトラック１万メートルで日本歴代２位の３０分４５秒２１　世
界陸上標準記録突破

外国語学部3年：小林成美さん

12月11日 dニュース(NTTドコモ)
池上彰さん日本の新型コロナ感染状況について解説　ブレークスルー
感染に注意呼び掛け

池上彰教授

12月12日 中日新聞 栄中日文化センターだより 齋藤滋非常勤講師

12月12日 中日新聞 「進化の負の遺産解決　ヒーローになる好機」ノーベル賞吉野さん講演
吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
野依良治客員教授

12月12日 毎日新聞 オミクロン株90分で識別　名城大独自手法「有効」 薬学部：神野透人教授

12月12日 読売新聞 ノーベル賞の化学者対談　野依さんと吉野さん　名城大生ら400人聴く
吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
野依良治客員教授

12月12日 信毎web 池上彰さん、新型コロナ下「歴史の分岐点に立っている」　大町で講演 池上彰教授

12月12日 dニュース(NTTドコモ)
男子は皇学館大がＶ５、女子は名城大Ａが第１回からの連続優勝を「１
５」に伸ばす【東海学生駅伝】

女子駅伝部

12月12日 Yahoo!ニュース
【陸上】女子・名城大が１５連覇で富士山女子駅伝に弾み　男子は皇學
館大がＶ５／東海学生駅伝

女子駅伝部

12月13日 Yahoo!ファイナンス ＥＶを移動する蓄電池として活用、再エネ普及に－ノーベル賞の吉野氏 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月13日 エキサイトニュース 成人を迎える若者に聞いた！　理想の大人ランキングＴＯＰ１０ 池上彰教授

12月13日 BIGLOBE ニュース
【大学受験２０２２】共通テストの重要性、理工系堅調、法学の人気復活
＆薬学人気高まる…東進

情報工学部

12月13日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

『今年は弱いよね』前評判を覆して５連覇…世代交代が進んでも２位と
大差をつけた皇学館大Ａ【東海学生駅伝】

女子駅伝部

12月14日 中日新聞
女子名城大圧巻V15　東海学生駅伝　「自分のペースで走れた」名城大
女子　アンカー・増渕選手

女子駅伝部

12月14日 中日新聞 駅伝　男子は皇学館大　女子は名城大V　東海学生対校選手権 女子駅伝部

12月14日 中日新聞（静岡） 愛知で東海学生駅伝 女子駅伝部

3 / 9 



メディアで見る名城大学（2021年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月14日 日本経済新聞 （お知らせ）大学改革シンポ、池上彰氏ら登壇 池上彰教授

12月14日 ノアドット
ＭＬＢの「ロックアウト」はいつまで続く？　長期化で視聴者から見捨てら
れる可能性も【メジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月14日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

山田、中川、蛭間などスターずらり！大学ＪＡＰＡＮ候補合宿でアピール
に成功した野手は？

経営学部3年：野口泰司さん

12月15日 中日新聞 【ウオッチ！大学入試】中部地方の直前動向

12月15日 中日新聞（知多） 中電社員や学生　篠島でごみ拾い

12月15日 日本経済新聞 【College edge】就活早期化、7割超望まず　学長アンケート 小原章裕学長

12月15日 読売新聞 学生と生徒交流へ連携　中京大と愛知総合工科高 愛知総合工科

12月15日 奈良新聞 植物の免疫系が自身の虫害抵抗性を抑制する仕組みを解明 農学部：塚越啓央准教授

12月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

カープ栗林良吏は「あの時から雰囲気が…」　社会人での転機と元ＤｅＮ
Ａ細山田武史の指摘《大学でドラフト指名漏れ》

卒業生：栗林良吏さん

12月15日 グノシー
大矢祥生（愛知学院大１年）と加藤穂乃佳（中京大２年）が優勝、加藤は
単複２冠　［Ｒ３東海学生室内］

女子駅伝部

12月15日 JAcom(農協協会)
疾病と虫害の防除に期待　植物の免疫系が自身の虫害抵抗性を抑制
する仕組みを解明

農学部：塚越啓央准教授

12月15日 Yahoo!ニュース
【速報】栗林が新人王、カープ２年連続　２位に１２５票の大差、ルーキー
最多タイ３７セーブ

卒業生：栗林良吏さん

12月15日 Yahoo!ニュース
ＮＰＢ、新人王を発表　セは広島・栗林、パはオリックス・宮城が受賞　Ｄ
ｅＮＡ・牧ら６選手が特別賞

卒業生：栗林良吏さん

12月15日 dニュース(NTTドコモ) セ・リーグ新人王は広島・栗林「いいライバルに恵まれた」 卒業生：栗林良吏さん

12月15日 時事ドットコム 各国が軍事費２％削減を　ノーベル受賞者５０人超が提言 天野浩特別栄誉教授

12月15日 Yahoo!ニュース
大矢祥生（愛知学院大１年）と加藤穂乃佳（中京大２年）が優勝、加藤は
単複２冠　［東海学生テニス］

理工学部4年：木下夏芽さん、経営
学部3年：水越健太さん

12月16日 朝日新聞
プロ野球総合表彰式　37セーブ新人最多タイ　広島・栗林五輪金メダル
貢献

卒業生：栗林良吏さん

12月16日 中日新聞 回顧2021重圧の中若手台頭 卒業生：栗林良吏さん

12月16日 中日新聞 新人王栗林　セ　37セーブ「想像以上の成績」 卒業生：栗林良吏さん

12月16日 中日スポーツ 栗林新人王　本当にカープに来て良かった 卒業生：栗林良吏さん

12月16日 東京新聞 プロ野球新人王　栗林　ハイレベルな争い制す 卒業生：栗林良吏さん

12月16日 日本経済新聞 新人王　広島・栗林　開幕22試合連続無失点　ライバル、原動力に 卒業生：栗林良吏さん

12月16日 毎日新聞 プロ野球年間表彰 新人王(セ)栗林良吏投手 卒業生：栗林良吏さん

12月16日 読売新聞 新人王栗林　セーブ率100% 卒業生：栗林良吏さん

12月16日 ★朝日新聞デジタル 新人王・栗林良吏を育てた「元プロ」恩師　少年時代の不思議な縁 卒業生：栗林良吏さん

12月16日 ★朝日新聞デジタル 高齢ドライバー対策のサポカー限定免許、運転できる車は？ 理工学部：中野倫明教授

12月16日 eduon!(サイブリッジ) 中京大学、愛知総合工科高校と高大連携協定を締結 愛知総合工科

12月16日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

新人王の広島栗林　長期、中期、短期の目標設定をクリアしつかんだ栄
冠

卒業生：栗林良吏さん

12月16日
マチパブ(レッドク
ルーズ)

第１回逢染川土石流に係る行政対応検証委員会の開催 理工学部：小高猛司教授

12月17日 日本経済新聞 池上彰教授×小原雅博特任教授スペシャル講演会【広告】 池上彰教授、小原雅博特任教授

12月17日 サライ.jp(小学館)
日本薬業研修センター医薬研究所所長が解説｜解熱鎮痛薬の正しい
セルフケア方法

卒業生：堀 美智子さん

12月17日 週刊東洋経済Plus 池上彰が先読み 池上彰教授

12月18日 中日新聞 池上彰教授×小原雅博特任教授スペシャル講演会【広告】 池上彰教授、小原雅博特任教授

12月18日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】どぶろく農業者が醸す 農学部：加藤雅士教授
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メディアで見る名城大学（2021年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月18日 中日新聞（静岡） 静岡選抜など24チーム　30日、全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

12月18日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

富士山女子駅伝に４連覇狙う名城大、静岡選抜など２４チーム 女子駅伝部

12月18日 あなたの静岡新聞 静岡県選抜など復活　３０日の富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月19日 中日新聞（なごや東） ゴミ収集車運行「見える化」試み 理工学部：鈴木秀和准教授

12月19日 毎日新聞 【池上彰のこれ聞いていいですか？】今しか書けない命の歌を 池上彰教授

12月19日 読売新聞 学生科学省　65回目記念シンポ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月19日 dニュース(NTTドコモ)
ママ友に背中押され薬剤師に復帰　女性を育て次にバトンを渡す　ク
オール株式会社代表取締役社長・柄澤忍＜現代の肖像＞

卒業生：柄澤忍さん

12月19日 Ｗｅｂむろみん 墓碑銘２０２１（国内）　波瀾万丈、作品の糧に 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月20日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】290　入試を迎える受験生へ　自分
を信じて挑戦を

池上彰教授

12月20日
読売新聞（夕刊）（東
京）

名城大・小林　世界へ視線　駅伝V5で悔し涙
女子駅伝部、外国語学部3年：小林
成美さん、卒業生：加世田梨花さん

12月20日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学×名古屋スポーツコミッション～富士山女子駅伝で４連覇を目
指す名城大学女子駅伝部のオンライン応援企画を連携実施～

12月20日 YAHOO! JAPAN
【カープ道】　祝・新人王！栗林良吏投手　恩師や親友などゆかりの人た
ちが大絶賛＆祝福

卒業生：栗林良吏さん

12月21日 朝日新聞 【朝日教育会議】地域や社会変えるリーダーとは 池上彰教授

12月21日 岩手日報 愛知の特産品で復興支援　名城大の学生販売　町に売り上げ寄付へ
経営学部：田中武憲教授、経営学
部3年：松本歩弓さん、新家美沙子
さん

12月21日 中日新聞 学びにゴールなんてない【広告】

12月21日 婦人画報 【追悼】２０２１年に永眠した著名人を偲ぶ、メモリアルアルバム 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月21日
Cosmopolitan(ハース
ト婦人画報社)

ロイヤルから大御所俳優まで…２０２１年に永眠した著名人の軌跡 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月21日 グノシー
夫の赴任先で絶望．．．一念発起して税理士になった主婦の思い「自分
を助けるのは自分だけ」

卒業生：板倉京さん

12月21日
livedoor ニュース
(LINE)

「日本は閉鎖的という印象を与える恐れ」　外国籍の住民投票案否決 法学部：近藤敦教授

12月21日
ファミ通.com(ＫＡＤＯ
ＫＡＷＡ)

「ＧＴ　Ｙｏｕｎｇ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　２０２１」　中央大学が大会二連覇を達成！

12月21日 グノシー
面接で”実はよく知らない”ってバレる前に！池上彰さんの講演『知らな
いと恥をかく世界の大問題』１月開催へ

池上彰教授

12月22日 朝日新聞 外国人に住民投票権　武蔵野市議会が否決 法学部：近藤敦教授

12月22日 中日新聞
【ＮＩＥ　教育に新聞を】新聞コンクール　入賞者発表　SNS発言慎重に／
防災で未来を守る

附属高校

12月22日 中日新聞
【ＮＩＥ　教育に新聞を】◇いっしょに読もう！新聞コンクール県ＮＩＥ推進
協議会賞

附属高校

12月22日 中日新聞（福井） 県立大新学長に岩崎教授を選任 元教授：岩崎行玄さん

12月22日 東京新聞
武蔵野市　住民投票条例案 「外国人に投票権」否決　総務委は可決　
本会議一転　 「日本は閉鎖的」印象懸念

法学部：近藤敦教授

12月22日 東京新聞（夕刊） 消防職員の9割「コロナ感染不安」　負担継続 人間学部：畑中美穂教授

12月22日 NHK 【まるっと！】名城大学などが調査　救急搬送”感染に不安”感じた 人間学部：畑中美穂教授

12月22日 テレビ愛知
【5時スタ！】名城大学、筑波大学の研究チーム　消防隊員9割が”家族
に感染”などの不安

人間学部：畑中美穂教授

12月22日 鉄鋼新聞 丹羽鐵社長に礒田副社長／森前社長は代取会長に 卒業生：礒田一宏さん

12月22日 千葉日報 消防職員、９割が「感染不安」　長引くコロナ、現場の負担継続 人間学部：畑中美穂教授

12月22日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学人間学部畑中教授が新型コロナ流行下の救急活動に関する
調査（２０２１年）の速報発表

人間学部：畑中美穂教授

12月23日 朝日新聞 消防職員　感染への不安なお　名城大など調査　昨夏より割合増 人間学部：畑中美穂教授

12月23日 朝日新聞（大阪）
自治体ごとに異なる判断　豊中、兵庫・明石　東京・武蔵野、外国人住
民投票権を否決／大阪府

法学部：近藤敦教授
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メディアで見る名城大学（2021年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月23日 中日新聞 「家族感染させないか不安」9割　名城大など　消防職員調査 人間学部：畑中美穂教授

12月23日 中部経済新聞 消防職員「感染不安」9割　名城大チームなど調査　コロナで負担継続 人間学部：畑中美穂教授

12月24日 ★読売新聞（山口） 後援会書類　数千枚配布か　山口副知事「心配かけた」陳謝 都市情報学部：昇秀樹教授

12月24日 中日新聞（信州） 地域貢献など３項目で連携　信大と中電が協定

12月24日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

“リアル二刀流”ドラフト候補・矢澤宏太（日体大３年）監督＆コーチに聞
いた「投手と野手、どっちに進むべき？」

経営学部3年：野口泰司さん

12月24日
マイベストプロ
JAPAN(ファーストブ
ランド)

【確定版】２０２２年度　総合型・学校推薦型選抜　合格実績

12月25日 中日新聞 【この人】名城大女子駅伝部の食を支える 女子駅伝部

12月25日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校新人体育ウエイトリフティング(12日) 附属高校

12月25日 毎日新聞 超高校級　優勝は譲らぬ 入学予定者：米沢奈々香さん

12月25日 読売新聞
【ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム〜次世代へのメッセージ】脱炭素　
人材育成カギ　天野浩　名古屋大学教授

天野浩特別栄誉教授

12月25日 読売新聞 【日本酒探Q】清流の恵み　素材生かす
農学部3年：野添春花さん、高須
菜々恵さん

12月25日 東海テレビ
【壮だったのか！たけい荘X】東京2020オリンピック金　侍J栗林良吏　極
意に迫る！

卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

12月25日
月刊東海財界（2022
新年号）

ノーベル賞・吉野氏と野依氏が対談　「うまく行かない時がチャンスだ」－
名城大で吉野氏受賞記念イベント

吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
野依良治客員教授

12月26日 毎日新聞 消防職員9割　感染不安　名城大など全国調査　救急現場負担浮き彫り 人間学部：畑中美穂教授

12月26日 エキサイトニュース
異次元ルーキー・不破聖衣来にも注目『２０２１富士山女子駅伝』全区間
全チームのタスキリレーを初配信

女子駅伝部

12月26日 dニュース(NTTドコモ)
「高校生日本人最速」仙台育英・米沢奈々香主将、来春に名城大に進
学

入学予定者：米沢奈々香さん

12月26日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【全国高校駅伝・女子】仙台育英エース米沢Ｖ引き寄せた０５年新谷級
の走り

入学予定者：米沢奈々香さん

12月27日 中日新聞 商品デザイン最優秀名市大・井倉さん輝く 企業技術活用「アワード」 愛知総合工科

12月27日 中日新聞 全国高校駅伝　男子　世羅連覇　女子　仙台育英Ｖ 入学予定者：米沢奈々香さん

12月27日 毎日新聞 仙台育英 確信一人旅 入学予定者：米沢奈々香さん

12月27日 読売新聞（東京） 中高生　ＬＥＤ学ぶ　氷見でリモート講座
理工学部：竹内哲也教授、赤﨑勇
終身教授・特別栄誉教授

12月27日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】291 同窓会が協力し文理融合　一
橋大と移動講座開く

池上彰教授

12月27日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

平成の広島・大卒ドラ１、１０人中５人が新人王！黒原は先輩らに続けら
れるか

卒業生：栗林良吏さん

12月27日
47NEWS(全国新聞
ネット)

青、赤ＬＥＤ光った！　氷見で名城大の出前講座
理工学部：竹内哲也教授、赤﨑勇
終身教授・特別栄誉教授

12月27日
イザ！(産経デジタ
ル)

仙台育英が完全Ｖ！釜石監督、オーダー変更的中「パーフェクト過ぎて
怖い」／駅伝

入学予定者：米沢奈々香さん

12月27日 Yahoo!ニュース
【全国高校駅伝・女子】仙台育英Ｖ立役者、区間賞の米沢、杉森は中学
同窓

入学予定者：米沢奈々香さん

12月27日 4years.(朝日新聞社)
富士山女子駅伝と箱根駅伝はまもなく！　西村菜那子が注目する４年
生ランナーは？

女子駅伝部、理工学部4年：和田有
菜さん

12月27日
日刊ケミカルニュー
ス(科学企画出版社)

日本化学会　吉野彰研究助成対象を決定、名大の佐藤准教授に 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月27日 ノアドット
全国都道府県対抗駅伝　兵庫選手団に田中希実、坂東悠汰ら　五輪代
表がメンバー入り

法学部3年：荒井優奈さん

12月28日 ★北日本新聞 中学生がLED学ぶ　市・名城大リモート講座
理工学部：竹内哲也教授、赤﨑勇
終身教授・特別栄誉教授

12月28日 東京新聞（夕刊） 濃厚接触者の大学入試容認　受験生安堵の声　オミクロン株

12月28日
号外NET(本氣メディ
ア)

【富士市・富士宮市】１２月３０日、富士山女子駅伝が開催されます！沿
道での応援は御遠慮ください

女子駅伝部

12月28日
livedoor ニュース
(LINE)

富士山女子駅伝３０日号砲　関西勢も上位うかがう 女子駅伝部
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メディアで見る名城大学（2021年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月29日 中日新聞 傷ついた人向け心の保険提案　中区の生徒ら　企業と企画考える授業

12月29日 読売新聞 名城大4連覇へ意気込み　あす富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月29日
ELLE ONLINE(ハー
スト婦人画報社)

２０２１年に永眠した著名人を偲ぶ、メモリアルアルバム 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月29日 日本経済新聞 瀬戸内寂聴さん、河合雅雄さん…関西ゆかりの人をしのぶ 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月29日 Yahoo!ニュース
【墓碑銘　鹿児島２０２１年】一人荒野を行く…青色発光ダイオード生み
の親／日本バレエ界の草分け／特攻の語り部、「ホタル館富屋食堂」館
長

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月29日 グノシー
富士山女子駅伝のオーダーが発表！女王・名城大はエース小林成美
が山上り、拓大・不破聖衣来は最長５区へ

女子駅伝部

12月29日 msnニュース
パリ五輪世代がたすきをつなぐ　名城大４連覇なるか　富士山女子駅伝
３０日号砲

女子駅伝部

12月29日 日刊スポーツ 【３０日　富士山女子駅伝】拓大の「フワちゃん」は５区／速報します 女子駅伝部

12月29日 Yahoo!ニュース
スーパー１年生・不破聖衣来を恐れる必要なし…Ｖ４狙う名城大「駅伝は
１人の勝負じゃない　７人の総合力で戦う」と米田監督【富士山駅伝】

女子駅伝部

12月29日 フジテレビュー!!
念願の夢舞台へ！山本賢太アナ、決意表明「全力で“楽しませること”だ
けを考えます！」【実況デビューへの道（４）】

卒業生：加世田梨花さん

12月29日 Yahoo!ニュース “異次元ルーキー”不破聖衣来、富士での好走狙う／富士山女子駅伝、 女子駅伝部

12月29日 msnニュース
４連覇狙う名城大は「ベストメンバー」　拓大・不破は５区　富士山女子駅
伝

女子駅伝部

12月29日 Yahoo!ニュース
【展望】名城大４連覇＆４年連続３冠へ！大東大は悲願のＶ狙う　拓大・
不破は５区へ／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 朝日新聞 2021年亡くなった方々 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月30日 中日スポーツ 名城大総力戦で4連覇を　きょう全日本大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月30日 東海テレビ
【東海テレニュース】拓大 不破聖衣来10人抜き　富士山女子駅伝　名城
大4連覇

女子駅伝部

12月30日 フジテレビ 【S-PARK】ＳＵＺＵＫＩスポーツスペシャル　2021富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月30日
イザ！(産経デジタ
ル)

５区起用の“異次元ルーキー”不破聖衣来、拓大押し上げる　富士山女
子駅伝、３０日号砲

女子駅伝部

12月30日 nippon.com ２０２１年に逝った人たち 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月30日 建美家
２０２２年、学生向け賃貸への影響は？　情報系学部の新設ラッシュに
注目！大学ジャーナリストに聞くＮｅｗ

情報工学部

12月30日 PR TIMES
２０２１富士山女子駅伝（全日本大学女子選抜駅伝）をＰｌａｙｅｒ！がス
タートからゴールまでリアルタイム速報！２０２１年を駅伝の応援で締め
くくろう！

女子駅伝部

12月30日 @niftyニュース
古賀稔彦さん、田村正和さん、小林亜星さん／２０２１年に亡くなった著
名人

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝１区】名城大・谷本七星が区間賞「勢いをつけられてよ
かった」

女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝２区】名城大・高松智美ムセンビがトップリレー、７秒差
の２位で日体大・山崎

女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝３区】名城大・井上葉南がトップリレー、２位は１０秒差
で日体大・嶋田桃子

女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝４区】名城大・山本有真が独走でトップリレー、２位は５
１秒差で日体大・中村朱里

女子駅伝部

12月30日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【富士山女子駅伝】拓大の「フワちゃん」不破聖衣来が１０人抜きで区間
新

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
【富士山女子駅伝】拓大の「フワちゃん」不破聖衣来　驚異的なスピード
披露

女子駅伝部

12月30日 ノアドット
陸上界の“フワちゃん”驚異の１０人抜きで２位浮上　不破聖衣来が５区
区間新

女子駅伝部

12月30日
livedoor ニュース
(LINE)

不破聖衣来が驚異の１０人抜き　それでもトップ立てず「悔しい」５区区
間新

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
陸上界の“フワちゃん”驚異１０人抜きも、トップ立てず「悔しい」不破聖衣
来５区区間新

女子駅伝部

12月30日 中日スポーツ
【女子選抜駅伝】陸上界のフワちゃんこと不破聖衣来が１０人ごぼう抜
き！！　区間記録を１分５４秒更新で２位に押し上げた

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
拓大・不破聖衣来が爆走！！１０人抜きで区間新１０．５ｋｍを３２分２３
秒／富士山女子駅伝

女子駅伝部
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝５区】名城大・和田有菜がトップリレー、２位通過は１０
人抜きの拓大・不破聖衣来

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
不破聖衣来がまたも驚異的区間新記録　１０・５キロを３２分２３秒　従来
の記録を１分５４秒更新

女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝６区】名城大・増渕がトップでアンカーにタスキリレー、
２位は１分５９秒差で拓大・梅木

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
【富士山女子駅伝】拓大・不破聖衣来１０人抜きも「トップになれず悔し
い」

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
“異次元ルーキー”拓大・不破、驚異の区間新で１０人抜きの爆走／富
士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝】名城大が４連覇！１区・谷本から１度も首位譲らず圧
勝

女子駅伝部

12月30日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【富士山女子駅伝】名城大Ｖ４で４年連続２冠、和田有菜主将「幸せな時
間」

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース 【富士山女子駅伝】名城大が４連覇、１区から安定した走りで首位を守る 女子駅伝部

12月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が４連覇　全日本大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大、圧巻の４連覇＆４年連続２冠達成　主将・和田「仲間にありがと
う」／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大が４連覇、全員で強さ見せつける　不破が１０人抜きの拓大は６
位

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大が完全優勝で４連覇達成　１区の谷本七星から一度も首位譲ら
ず

女子駅伝部

12月30日
イザ！(産経デジタ
ル)

名城大が初の４年連続２冠　不破の拓大は６位／富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
【富士山女子駅伝】大東文化大４年連続２位、５区１０人抜き鈴木「みん
なで勝ち取った２位　悔いなし」

女子駅伝部

12月30日 エキサイトニュース
名城大学が２：２２：２４で見事優勝！４年連続４冠達成！２０２１富士山
女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 産経ニュース 鎮魂２０２１　今年亡くなった方々に思いをはせて 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝・全区間区間賞】５区で拓大・不破聖衣来が区間新、Ｖ
４名城大は４区間で区間賞

女子駅伝部

12月30日 msnニュース 名城大が４連覇、不破聖衣来は５区区間新　富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝・上位成績】名城大が４連覇、２位・大東文化大、３位・
日体大

女子駅伝部

12月30日 グノシー
名城大４連覇！大東大は４年連続２位、拓大・不破が区間新で６位！全
成績＆区間賞／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大４連覇！大東大は４年連続２位、拓大・不破が区間新で６位！上
位成績＆区間賞／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 dニュース(NTTドコモ) 名城大がＶ４、４年連続の２冠…大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月30日 MY J:COM
【富士山女子駅伝】Ｖ４名城大　全メンバー喜びの声　和田主将「ありが
とうの気持ちでいっぱい」

女子駅伝部

12月30日 PRESIDENT Online
［ｏｏｋａｍｉ］　２０２１富士山女子駅伝（全日本大学女子選抜駅伝）をＰｌａｙ
ｅｒ！がスタートからゴールまでリアルタイム速報！２０２１年を駅伝の応
援で締めくくろう！

女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝】Ｖ４名城大・米田監督「私は一生懸命な選手をただ
サポートするだけ」

女子駅伝部

12月30日 msnニュース 拓大の不破聖衣来　エース区間で１０人抜き 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
【女子駅伝】拓殖大の“フワちゃん”不破聖衣来が１０人抜き　エース５区
で区間新

女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝】日体大　安定のレースで過去最高の３位！全メン
バーが区間１ケタ順位

女子駅伝部

12月30日 日刊スポーツ
【富士山女子駅伝】「フワちゃん」不破聖衣来は５区区間新／全選手区
間記録

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
不破聖衣来が“異次元の走り”１０人抜き　先輩ランナーから「呼吸をし
ていないみたい」との声も

女子駅伝部

12月30日 @niftyニュース 名城大が４連覇＝大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月30日 スポニチ
【富士山女子駅伝】拓大　目標達成の６位！スーパールーキー不破は５
区で驚異の区間新

女子駅伝部

12月30日
山陰中央新報デジタ
ル

名城大Ｖ４、拓大の不破が区間新 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大　圧巻の４連覇で１０回目Ｖ　４年連続の“大学女子駅伝２冠”達
成　富士山女子駅伝

女子駅伝部
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月30日
au Webポータル
(mediba)

名城大が４連覇＝拓大の不破は区間新―大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月30日 産経ニュース 名城大Ｖ４、拓大１年・不破が区間新　大学女子駅伝 女子駅伝部

12月30日 日刊スポーツ 【写真特集】「フワちゃん祭り」拓大スーパー１年生不破聖衣来１０人抜き 女子駅伝部

12月30日 グノシー
【富士山女子駅伝】名城大が４年連続の二冠達成、注目の不破聖衣来
は５区区間新で１０人抜き

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
【女子選抜駅伝】名城大４連覇！一度も先頭譲らす“完ぺきレース”主将
の和田有菜「チームのために、自分のために走った」

女子駅伝部

12月30日
47NEWS(全国新聞
ネット)

鈴木優花（大曲高出）、１０人抜く快走　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

12月30日 産経ニュース
“女王”名城大４連覇　主将・和田ら無敗のまま卒業へ　富士山女子駅
伝

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
「フワちゃん」不破聖衣来「羽が見える」１０人抜き　貧血乗り越えた食事
法

女子駅伝部

12月31日 朝日新聞 【陸上】全日本大学女子選抜駅伝（30日）　名城大4連覇 女子駅伝部

12月31日 中日新聞 おくる国内2021 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月31日 中日新聞 名城大独走V4　大学女子選抜 女子駅伝部

12月31日 中日スポーツ 名城大4連覇＆4年連続2冠 女子駅伝部

12月31日 日本経済新聞 名城大V4　大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 毎日新聞 レクイエム2021 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

12月31日 毎日新聞 ◇全日本大学女子選抜駅伝（30日） 女子駅伝部

12月31日 読売新聞 名城大V4富士山女子駅伝一度も首位譲らず 女子駅伝部

12月31日 読売新聞 名城大4連覇 女子駅伝部

12月31日 東京新聞 全日本大学女子選抜駅伝　名城大が４連覇 女子駅伝部

12月31日 CBC
【チャント！好評リピ！いざ学校に向井ます】鳥人間コンテストで放送40
秒　汗と涙の舞台裏

愛知総合工科

12月31日 あなたの静岡新聞 陸上　大学女子選抜駅伝＝名城大　４連覇　「全日本」と今年も２冠 女子駅伝部

12月31日
イザ！(産経デジタ
ル)

拓大・不破聖衣来、高橋尚子さんから助言「しっかり食べたほうがいい」　
富士山女子駅伝レース後

女子駅伝部

12月31日
イザ！(産経デジタ
ル)

パリ五輪のホープ！不破聖衣来、１２位でたすき受け１０人抜き！拓大
６位入賞導いた　富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月31日
イザ！(産経デジタ
ル)

名城大が大偉業　富士山女子駅伝Ｖ４！史上初、「杜の都」と４年連続２
冠

女子駅伝部

12月31日 Yahoo!ニュース
拓大・不破　１０人抜き区間新、従来記録１分５４秒更新　６位入賞貢献
「みんなの力で頑張れた」

女子駅伝部

12月31日
SPORTS BULL(運動
通信社)

拓大１年・不破聖衣来　１０人抜きで区間新！約２分更新も「トップにな
れず悔しい」

女子駅伝部

12月31日 dニュース(NTTドコモ) 拓大・不破（健大高崎高出身）区間新を樹立　大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 京都新聞 立命大は４位、名城大がＶ４　全日本大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 エキサイトニュース
東北福祉大過去最高１２位、２区金沢佳子チーム初区間賞…富士山女
子駅伝（全日本大学女子選抜駅伝）

女子駅伝部

12月31日 Yahoo!ニュース
拓大６位、浜松開誠館高出身の牛佳慧が３人抜き、不破に刺激…富士
山女子駅伝（全日本大学女子選抜駅伝）

女子駅伝部

12月31日 Yahoo!ニュース
女子駅伝界のフワちゃん、拓大・不破聖衣来が異次元の区間新！Ｑ
ちゃんから“金言”もらった

女子駅伝部

12月31日 Yahoo!ニュース
不破聖衣来が圧巻の区間新＆１０人ゴボウ抜き「きつかったけど駅伝の
力で踏ん張れた」／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月31日 グノシー
女王・名城大強し！重圧に打ち勝ち圧巻の４連覇　勝因は「最初の４区
間」／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月31日 京都新聞 「総合力で戦った」　立命大、意地の４位　全日本大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

大学女子選抜駅伝、福島明成高卒・金沢が区間賞 女子駅伝部
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