2022/2/4
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。

メディアで見る名城大学（2022年1月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

1月1日

中日新聞

西尾に伝わる塩田の歴史

農学部：加藤雅士教授

1月1日

中日新聞

年頭所感

卒業生：一柳鎨さん

1月1日

中部経済新聞

新年あいさつ

卒業生：一柳鎨さん

1月1日

Yahoo!ニュース

1月2日
1月2日
1月2日
1月2日

カープ栗林 今季も「失敗しない男」になる 「どんな成績でも２年目のジ
ンクスになっちゃう」
goo ニュース(NTTレ 【どこよりも早い２０２２ドラフト候補ランキング：１１～２０位】西武ドラ１・
ゾナント)
隅田に投げ勝った加藤ら好投手が集結＜ＳＬＵＧＧＥＲ＞
池上彰が語る、ブラジルに渡った日本人の悲しい争い 実は恐ろしい
Yahoo!ニュース
「勝ち組」「負け組」のもう一つの意味（レビュー）
【栗林良吏獲得の側にあった真実】秘密事項だった１位指名 大卒で
Yahoo!ニュース
“指名できなかった”ことが後の成功につながった＜２０２１編集部セレク
ション＞
イザ！(産経デジタ
地元選抜、気を吐いた日体大コンビ 富士山女子駅伝
ル)

1月3日

朝日新聞

1月4日

dニュース(NTTドコモ)

1月4日
1月4日
1月5日
1月5日
1月6日

【2022中部圏を担う人と企業】持続可能な社会インフラの構築を支える

「ナゴヤナゴヤ♪」動画サイトに外国人が配信する“謎の名古屋ソング”
調べたら祖国への想いが詰まっていた
★福井新聞（電子
なぜ野球の4番バッターは「よばん」と呼ぶの？子どもの疑問、呼び方の
版）
背景探る
AERA dot.(朝日新聞 【２０２２年ドラフト候補トップ１０ 野手編】六大学に“２人の逸材” 高校
出版)
生の大砲にも注目
出版業界に貢献するメディアドゥに メディアドゥ代表取締役社長ＣＥＯ・
文化通信
藤田恭嗣氏に聞く
【キーマンが語る栗林良吏】「社会人１年目は“危ない球”でした」栗林良
Yahoo!ニュース
吏のフォークを進化させた元プロ捕手の荒療治＜２０２１編集部セレク
ション＞
livedoor ニュース
学芸万華鏡 「４００年にわたる社会実験」 異例ヒットの歴史書『荘園』
(LINE)
著者が語る現代への教訓

卒業生：栗林良吏さん
経営学部3年：野口泰司さん
池上彰教授
卒業生：栗林良吏さん
女子駅伝部
卒業生：黒野透さん
卒業生：アスタ・トゥラダールさん
外国語学部：鈴村裕輔准教授
経営学部3年：野口泰司さん
卒業生：藤田恭嗣さん
卒業生：栗林良吏さん
人間学部：伊藤俊一教授

1月7日

中日新聞

知事の一日（6日）

立花貞司理事長

1月7日

中日新聞

市長の一日（6日）

立花貞司理事長

1月7日

国際商業ONLINE

コーセーコスメトロジー ― 第３２回表彰式を実施

理工学部：景山伯春教授

1月7日

Yahoo!ニュース

池上彰さんが「２０歳の自分に教えたい」と語る、投資の超キホン

池上彰教授

1月7日

4years.(朝日新聞社)

1月7日

男子の箱根、女子の富士山！ ２４チームが挑んだ富士山女子駅伝取
女子駅伝部
材レポート！
大学生ドラフト期待度ランキング ２０位ー１１位 東都、東京六大学、各
dニュース(NTTドコモ)
経営学部3年：野口泰司さん
地方リーグを代表するスラッガー、スピードスター、怪腕を選出

1月7日

夕刊デイリーWeb

名城大の米田監督、里帰りし祝福受ける

女子駅伝部、米田勝朗監督

1月7日

高校野球ドットコム
(WoodStock)

【一覧】２０２２年大学生ドラフト候補２０名

経営学部3年：野口泰司さん

1月8日

公募ガイド（2月号）

1月8日
1月8日
1月8日
1月9日

第1回 ミライ社会へのユメ絵画展コンテスト～地球にやさしいミライの姿 吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
を描こう～
天野浩特別栄誉教授
livedoor ニュース
広島・末包 香川愛“はなまる”グラブ持参 「ＢＵＫＫＡＫＥＵＤＯＮ」刺
卒業生：栗林良吏さん
(LINE)
しゅう入り「地元盛り上げたい」
女子駅伝部、外国語学部4年：髙松
＜選抜女子駅伝北九州大会＞２３日、選抜女子駅伝北九州大会 「２年
dニュース(NTTドコモ)
智美ムセンビさん、理工学部4年：和
分の情熱」で 前回中止、過去最多４１チーム参戦 ／福岡
田有菜さん
米メディア早くも「大谷翔平は今季もエイリアン級」「２年連続ＭＶＰ最有
ノアドット
外国語学部：鈴村裕輔准教授
力」ともてはやす謎
名古屋の魅力 留学生に伝えたい 日本人学生と観光 市が交流イベ
中日新聞
阪野惟純さん
ント
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メディアで見る名城大学（2022年1月）
日付
1月9日

メディア

見出し・番組名など

掲載者

東日新聞

今年の抱負“全国８位”

法学部3年：相場里咲さん

1月10日 中日新聞（三河版）

新成人未来へ飛躍誓う

人間学部2年：内藤里奈さん

1月10日 日本経済新聞

【チーム池上が行く！】学生との対話編(上)

池上彰教授

1月10日 日本経済新聞

【時論】脱炭素時代の半導体に勝機

天野浩特別栄誉教授

1月10日 日本経済新聞

ニュース一言 ロイヤルHD黒須社長

卒業生：黒須康宏さん

1月10日 毎日新聞
1月10日 スポニチ

ホースセラピー指導員 長江久美子さん（５１） 障害者ら、心身健やか
に ／愛知
広島・栗林が明かした妻への“プロポーズ大作戦”に岡田結実きゅん
きゅん 丸も千賀も「すごいな！」

卒業生：長江久美子さん
卒業生：栗林良吏さん

1月11日 読売新聞（東京）

【関心アリ！】余った酒米 食用に活路 ケーキや菓子、「ご飯」にも

農学部：加藤雅士教授

1月11日 Yahoo!ニュース

８回・島内颯太郎 ９回・栗林良吏 “運命の糸”で結ばれた同学年によ
る投手リレー＜２０２１編集部セレクション＞

卒業生：栗林良吏さん

慶大の福井らを表彰＝学生野球協会

法学部4年：飯田隆志さん

日本学生野球協会が２０２１年度の表彰選手７３人を発表、慶大・福井
主将ら

法学部4年：飯田隆志さん

１６日 都道府県女子駅伝 若手主体の県勢 目標は８位以内

理工学部4年：和田有菜さん、人間
学部1年：五味叶花さん

au Webポータル
(mediba)
livedoor ニュース
1月11日
(LINE)
1月11日

1月12日 中日新聞（長野）

【中部推し！ナビゲーション】新たな学びを切り開け！～ポストコロナの
大学生活～
コンテンツ業界を知り、新たな働き方を発見 京都市主催「クリエイティ
Infoseek ニュース(楽
1月12日
ブキャリアセミナー」を ２月１２日（土）にオンライン／オフライン同時開
天)
催
駅伝から一度離れたトップランナー山本有真 走る理由見つめ直し躍進
1月12日 京都新聞
つかむ
池上彰 部数減で苦境も…「新聞はオワコンじゃない 読まない人は損
1月12日 ノアドット
をします」
池上彰さんに聞いてみた！「成人年齢が引き下げでどうなる？」「コロナ
1月12日 Yahoo!ニュース
禍で開催の北京冬季五輪や今年の日中関係は？」
1月12日 NHK

社会連携センター：宮原知沙さん
卒業生：濵島 広平さん
人間学部3年：山本有真さん
池上彰教授
池上彰教授

1月13日 ★中日新聞（津）

津市議選16日告示23日開票

都市情報学部：昇秀樹教授

1月13日 朝日新聞

表彰選手は73人 学生野球協会

法学部4年：飯田隆志さん

1月13日 中日新聞

【エンタ】ライフワーク 佃典彦

卒業生：佃典彦さん

1月13日 中日新聞

得意の鉄道落語新作「シンナゴヤ」を披露

卒業生：獅鉄さん

1月13日 日本経済新聞

日経SDGsフェスinどまんなか 産学連携、人材育成で地域力高める

天野浩特別栄誉教授

HandBall(スポーツイ
ベント)
HandBall(スポーツイ
1月13日
ベント)
livedoor ニュース
1月13日
(LINE)
livedoor ニュース
1月13日
(LINE)

【ＪＨＬ】男女４チームに追加登録 大崎には日本代表候補ＧＫ高橋が加
法学部4年：山崎佑真さん
入

1月14日 中日新聞

栗林 原点回帰

卒業生：栗林良吏さん

1月14日 中日スポーツ

栗林 失敗しないセーブ男継続

卒業生：栗林良吏さん

1月14日 中部経済新聞

愛知中小企業家同友会特集 地域社会と共に～共育の理念を掲げて

1月14日 中部経済新聞

産学連携の果たすべき役割 持続可能な社会実現へ課題解決

1月13日

1月14日

高校野球ドットコム
(WoodStock)

1月14日 エキサイトニュース

【ＪＨＬ】２０２１－２２シーズンの選手・スタッフ動向

法学部4年：山崎佑真さん

広島・栗林、パパの誓い「妻や子供のためにも頑張らないといけない」

卒業生：栗林良吏さん

広島・栗林「いい意味で期待裏切りたい」史上３人目、防御率０点台セー
卒業生：栗林良吏さん
ブ王目指す

小原章裕学長、経済学部：渋井康
弘教授

伊藤大海、大山悠輔など地方の大学から大学代表、プロ入りへ進んだ
卒業生：栗林良吏さん
選手は？
鯉の守護神・栗林を支える竜のレジェンドＯＢ ２人の助言で２年目の進
卒業生：栗林良吏さん
化誓う
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メディアで見る名城大学（2022年1月）
日付

メディア

1月14日 毎日新聞

見出し・番組名など
選抜女子駅伝北九州大会 ２３日開催

「男子の箱根、女子の富士山」！ ２４チームが挑んだ富士山女子駅
伝、熱戦リポート
２年ぶりの都道府県女子駅伝！田中希実の兵庫、不破聖衣来の群馬、
1月14日 Yahoo!ニュース
京都、大阪がＶ争い中心 廣中、福士も参戦
livedoor ニュース
池上彰が新聞「元旦朝刊」特ダネ合戦を読み比べ！ 大賞は「毎日新聞
1月14日
(LINE)
の “ヤフコメ改ざん”」
月陸Online(陸上競技 都道府県対抗女子駅伝オーダー発表！兵庫・田中希実が１区、長崎・
1月15日
社)
廣中はアンカー、群馬・不破は４区で出場
所得税？消費税？池上彰さんが教える「一生で一番多く収める税金」と
1月15日 Yahoo!ニュース
は？
1月14日 Yahoo!ニュース

1月15日 @DIME(小学館)
1月15日

掲載者
女子駅伝部
女子駅伝部
女子駅伝部
池上彰教授
理工学部4年：和田有菜さん
池上彰教授

イマドキの高校生に聞いた志願したい大学ランキング

goo ニュース(NTTレ 合言葉は「入賞死守」実力者そろえた愛知が上位目指す【全国都道府
ゾナント)
県対抗女子駅伝】

人間学部3年：山本有真さん

1月16日 中日新聞

歴史継承へ杜氏目指す女性

卒業生：後藤実和さん

1月16日 中日新聞（長野）

県勢 若い力で風つかめ きょう号砲 都道府県対抗女子駅伝

理工学部4年：和田有菜さん、外国
語学部3年：小林成美さん

1月16日 中日スポーツ

2年ぶり全国都道府県対抗女子駅伝きょう号砲

人間学部3年：山本有真さん、理工
学部4年：和田有菜さん、法学部4
年：井上葉南さん、人間学部1年：五
味叶花さん

1月16日 毎日新聞

【池上彰のこれ聞いていいですか？】民主主義を支えてこそ

池上彰教授

全国都道府県対抗女子駅伝 兵庫４年ぶりＶへ、指揮官「組みたいオー
ダー組めた」
「ナゴヤナゴヤ♪」ＹｏｕＴｕｂｅに外国人が配信する“謎の名古屋ソング”
1月16日 nippon.com
調べたら祖国への想いが詰まっていた
【都道府県対抗女子駅伝９区】広中璃梨佳が区間賞！「不敗神話」死
1月16日 スポニチ
守、６大会連続区間１位
愛知２大会ぶり入賞 山本と林、小笠原が５人抜き 杉浦華が愛知８区
1月16日 dニュース(NTTドコモ)
歴代最高９分５７秒をマーク【全国都道府県対抗女子駅伝】
1月16日 神戸新聞NEXT

1月16日 Yahoo!ニュース

２年ぶりの全国都道府県対抗女子駅伝 長野は１０位

法学部3年：荒井優奈さん
卒業生：アスタ・トゥラダールさん
理工学部4年：和田有菜さん
米田勝朗監督、人間学部3年：山本
有真さん
理工学部4年：和田有菜さん

goo ニュース(NTTレ コロナへの向き合い方…池上彰さん「未来の教科書に２０２０－２２年ど
池上彰教授
ゾナント)
う書かれるかという視点を」
【都道府県対抗女子駅伝】宮城３位 仙台育英米沢奈々香が不破に５秒
1月16日 日刊スポーツ
入学予定者：米沢奈々香さん
差好走
1月16日

1月17日 朝日新聞

学びにゴールなんてない【広告】

1月17日 中日新聞

愛知7位入賞 全国女子駅伝

1月17日 中日新聞

学びにゴールなんてない【広告】

1月17日 中日新聞

【sports愛知】◇県高校新人体育ハンドボール（12月24、25日）

附属高校

1月17日 中日新聞

【sports愛知】◇県高校総体スキー（6日まで）

附属高校

1月17日 中日新聞（岐阜）

都道府県女子駅伝 県勢力走37位 粘り強さ発揮

法学部4年：井上葉南さん

1月17日 中日新聞（長野）

県勢 次につながる10位 都道府県対抗女子駅伝 惜しくも入賞逃す

理工学部4年：和田有菜さん、外国
語学部3年：小林成美さん

1月17日 中日新聞（三河）

ムードた～っぷり ジャズコンサート 岡崎、大学生や社会人出演

女子駅伝部、米田勝朗監督、人間
学部3年：山本有真さん

人間学部3年：山本有真さん、理工
学部4年：和田有菜さん、法学部4
年：井上葉南さん、人間学部1年：五
味叶花さん

1月17日 中日スポーツ

愛知7位 2大会ぶり入賞 全国都道府県対抗女子駅伝

1月17日 中部経済新聞

【取材ノート】コロナ禍が学生の学びにも影響

1月17日 日本経済新聞

【チーム池上が行く！】学生との対話編(下)

池上彰教授

1月17日 毎日新聞

ゴミ収集車接近LINEで 日進市、名城大、名大など実証実験

理工学部：鈴木秀和准教授
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メディアで見る名城大学（2022年1月）
日付

メディア

1月17日 東日新聞

見出し・番組名など

掲載者

愛知は７位入賞

人間学部3年：山本有真さん

直球発言で大注目 ドラゴンズの地元で広島・栗林“人気拡大”のワケ

卒業生：栗林良吏さん

1月19日 教育学術新聞

大学女子駅伝2冠 名城大学 圧倒的強さで優勝

女子駅伝部

1月19日 中日新聞

【学ぶ】各校 感染防止対策に力 受験機会確保へ対応

1月17日

livedoor ニュース
(LINE)

Fresh eyeニュース(ス
1月19日 カラコミュニケーショ 「未来と町家をマッチする トークセッション２０２２」を開催
ンズ)

元教員：柳沢究さん

1月19日 PRESIDENT Online

［ライフイズテック株式会社］ ＜春休み＞ライフイズテック、中学生・高
校生向けプログラミングキャンプ「スプリングキャンプ２０２２」全国の大学
キャンパスなどで開催

1月20日 中日新聞

【学ぶ】東大前刺傷事件 識者に聞く 学業、コロナ 悩み多く

人間学部：原田知佳准教授

1月20日 読売新聞

【SDGｓを学ぼう】名城大 Clean Green 堆肥化 わずかな量から 段
ボールコンポスト種と共に

Clean Green、人間学部2年：奈義良
遥子さん、理工学部3年：堀江一輝
さん

1月20日 中日スポーツ

栗林またぎ解禁も

卒業生：栗林良吏さん

あいちロボット産業クラスター推進協議会第１８回医療・介護等分野ロ
ボット実用化ワーキンググループの参加者を募集します

理工学部：福田敏男教授

1月21日 中日新聞

ノーベル 野依さんら論文が「歴史的大賞」米国化学会、アジア初

野依良治客員教授

1月21日 中日新聞

【Your Scoopみんなの取材班】古着や残糸 新たな製品に

経営学部3年：大嶺光輝さん、正司
雄大さん

1月21日 中日新聞

【高校総体】◇フィギュアスケート 全国高校選選手権第4日（20日）

附属高校

1月21日 中部経済新聞

野依氏論文に米化学会大賞 アジア初、「大変名誉」

野依良治客員教授

1月21日 毎日新聞

歴史的化学論文大賞に野依・福井両氏

野依良治客員教授

1月20日

1月21日

JPubb(レッドクルー
ズ)

livedoor ニュース
(LINE)

1月21日 Yahoo!ニュース

池上彰、ＪＲ東海の社長に異例の直撃取材！“リニア新幹線”賛否が渦
池上彰教授
巻く現場に迫る
若者がコロナ禍でも前向きに一歩進むためのヒント ダウンタウンガー 名城大学「Bridge」スーパーバイ
ル・ＩＢＵが語る変化の捉え方
ザー：佐藤裕さん

1月22日 読売新聞

【日本酒探Ｑ】どぶろく大会 多彩に配信

農学部：加藤雅士教授

1月22日 NHK BSプレミアム

千年蔵「明治維新外伝 知を武器にかく闘えり」

理工学部：堀田一弘教授

1月22日 Yahoo!ニュース

森下暢仁と栗林良吏の共通点は？新人王を遂げるまでに成長した陰に
卒業生：栗林良吏さん
隠されたある“資質”

1月23日 中日新聞

生物多様性センター10周年記念し座談会

1月23日
1月23日
1月23日
1月23日
1月23日

THE SAKAE TIMES
vol.02
月陸Online(陸上競技
社)
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)
SANSPO.COM(産経
デジタル)
SANSPO.COM(産経
デジタル)

1月23日 Yahoo!ニュース

【大学Watching】名城大学薬学部が開発！新型コロナウイルスの変異
種を短時間で識別可能に
選抜女子駅伝北九州大会が２年ぶり開催 一般はデンソー、高校は筑
紫女学園がＶ！

附属高校
薬学部：神野透人教授
女子駅伝部

選抜女子駅伝北九州大会、デンソーＶ 高校の部は筑紫女学園が優勝 女子駅伝部
デンソー、筑紫女学園がＶ 選抜女子駅伝北九州大会／陸上

女子駅伝部

田中、ライバルたちと好走 選抜女子駅伝北九州大会／陸上

女子駅伝部

【駅伝】選抜女子駅伝北九州大会が２年ぶり開催 一般はデンソー、高
校は筑紫女学園がＶ！

女子駅伝部

@T COM
1月23日 NEWS(TOKAIコミュニ 田中希実 「友のため」チーム作りオープン参加 選抜女子駅伝北九州
ケーションズ)
選抜女子駅伝北九州大会 須磨学園は高校の部３位 五輪出場の田
1月23日 神戸新聞NEXT
中希実はオープン参加
goo ニュース(NTTレ
1月23日
デンソー、底上げ感じさせる連覇「収穫あった」 選抜女子駅伝北九州
ゾナント)
五輪入賞の田中希実 オープン参加駅伝で快走 選抜女子駅伝北九州
1月23日 dニュース(NTTドコモ)
大会
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女子駅伝部
女子駅伝部
女子駅伝部
女子駅伝部

メディアで見る名城大学（2022年1月）
日付

メディア
ビジネスジャーナル
1月23日
(サイゾー)
1月23日 ノアドット

見出し・番組名など
掲載者
「静岡県民が悪、の印象操作」？池上彰・リニア特番に批判続出…ＪＲ
女子駅伝部
東海が制作協力
田中希実、同世代ライバルとチーム結成 オープン参加の駅伝でガッツ
女子駅伝部
ポーズ“Ｖ”

1月23日 神戸新聞NEXT

田中希実、同世代ライバルとチーム オープン参加の駅伝“Ｖ”

女子駅伝部

1月24日 朝日新聞

スポーツ短信 ■デンソー、筑紫女学園がV

女子駅伝部

1月24日 中日新聞

駅伝 デンソー2連覇

女子駅伝部

1月24日 中日新聞
1月24日 日本経済新聞
1月24日 毎日新聞
1月24日 読売新聞（西部）

【YourScoopユースクみんなの取材班×東海テレビOne】 太陽熱温水
理工学部：吉永美香教授
器脱炭素の光
【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】292 受験期を迎えて 合否で人生
池上彰教授
は決しない
外国語学部4年：髙松智美ムセンビ
デンソーが連覇 駅伝選抜女子北九州大会 友のため走る
さん、理工学部4年：和田有菜さん
外国語学部4年：髙松智美ムセンビ
筑紫女学園V 高校の部／陸上
さん、理工学部4年：和田有菜さん

1月24日 東海テレビ

【YourScoop×One】 あの太陽熱温水器の意外な実力とは？

理工学部：吉永美香教授

1月24日 Yahoo!ニュース

田中希実 貫禄走で逆転Ｖもたらす「いい位置でたすきを受けたので、
自分の走りで壊したくなかった」

外国語学部4年：髙松智美ムセンビ
さん、女子駅伝部
外国語学部5年：髙松智美ムセンビ
さん、女子駅伝部

1月24日

livedoor ニュース
(LINE)

五輪入賞の田中、貫禄の走り 選抜女子駅伝

1月24日 Yahoo!ニュース

桝太一さんが目指すサイエンス・コミュニケーターとは

池上彰教授

1月24日 日刊スポーツ

選抜女子駅伝 一般デンソー連覇、高校は筑紫女学園が５度目のＶ

女子駅伝部

「３カ月の居住で住民投票権」武蔵野市の条例案否決から見えた日本
の低レベルな”多様性”

法学部：近藤敦教授

1月24日 アドバンスニュース

日本の多文化共生へ課題山積 連合総研の外国人受け入れシンポ

法学部：近藤敦教授

1月25日 中部経済新聞

【オープンカレッジ】シンガポールのコロナ対応

理工学部：川澄未来子教授

1月25日 中部経済新聞

20周年でスタンプラリー ゆとりーとライン、29日から

1月25日 ノアドット

「米国プロ野球史上初の女性監督」が注目される本当の理由【メジャー
リーグ通信】

1月25日 BIGLOBE ニュース

【春休み２０２２】中高生向けＩＴキャンプ、ライフイズテックが４都市で開催

1月25日 Web医事新報

【識者の眼】「コロナで考えたこと（その５）」邉見公雄

1月26日 教育学術新聞

科学研究費補助金

1月26日 中日新聞

【広告】注目大学！今月のトピックス情報！

1月26日 日本経済新聞

日経SDGsフェスinどまんなか 脱炭素へ挑戦できる人材を育成

天野浩特別栄誉教授

1月26日 @DIME(小学館)

Ｌｙｔｅｎが開発した宇宙用リチウム硫黄電池が画期的である理由

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

1月24日

1月26日

livedoor ニュース
(LINE)

JPubb(レッドクルー
ズ)

外国語学部：鈴村裕輔准教授

池上彰教授

富山県と国士舘大学、拓殖大学、立正大学及び岐阜女子大学との就職
支援に関する協定について

1月27日 中日新聞

【学ぶ】多忙の教員心の健康守るには 自尊感情の高め方カギ

教職センター：曽山和彦教授

1月27日 中日新聞（夕刊）

友の花道つないだたすき

外国語学部4年：髙松智美ムセンビ
さん、法学部4年：井上葉南さん、理
工学部4年：和田有菜さん

1月27日 FM愛知

【中電シーティーアイpresents Welcome Generation】野崎助教出演

理工学部：野崎佑典助教

ダイヤモンドオンライ
ン
livedoor ニュース
1月27日
(LINE)

日本が独走「全固体電池特許」の優位は保てるか、リチウム電池“中韓
吉野彰終身教授・特別栄誉教授
に敗北”の教訓
世界と自分はつながっている できること、考えてみよう ジャーナリス
池上彰教授
ト・池上彰さん＠名古屋市立神沢中学校
チームを勝たせる投手というのは、暢仁のような投手のことを言うのだと
卒業生：栗林良吏さん
思います【森下暢仁・栗林良吏クロスインタビュー＃２】

1月27日

1月27日 Yahoo!ニュース
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メディアで見る名城大学（2022年1月）
日付
1月27日
1月27日
1月27日

メディア
JPubb(レッドクルー
ズ)
Infoseek ニュース(楽
天)
マチパブ(レッドク
ルーズ)
47NEWS(全国新聞
ネット)

見出し・番組名など

掲載者

京都ノートルダム女子大学と就職支援協定を締結します！
毎日新聞創刊１５０年記念！ 連続オンラインイベント「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｍａｉ
池上彰教授
ｎｉｃｈｉ Ｗｅｅｋ ２０２２」 ２月１４日（月）スタート！
第２回逢初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

池上彰さん講演 「川越の１００年後 思い描いて」 市制施行１００周年
池上彰教授
記念 地域や感染症の歴史紹介
大東文化大・鈴木優花 挑戦者として挑んだ４ｙｅａｒｓ．、そしてこれから
1月28日 4years.(朝日新聞社)
女子駅伝部
も
圧倒的な後発だった中国がリチウムイオン電池産業の「覇者」になりつ
1月28日 エキサイトニュース
吉野彰終身教授・特別栄誉教授
つある理由＝中国
グーマガジン(プロト
1月28日
ホンダの注目しておくべき発表【池田直渡の５分でわかるクルマ経済】 吉野彰終身教授・特別栄誉教授
コーポレーション)
1月28日

1月29日 朝日新聞

台湾女性文学の黎明

外国語学部：豊田周子准教授

1月29日 中日新聞

県内私立高4.4倍 入試志願状況

附属高校

1月29日 読売新聞

【日本酒探Q】宮崎本店 風土と造り手の心 味に

農学部3年：松山直樹さん

1月29日 読売新聞

私立高志願4.4倍 中学は4.3倍

附属高校

【発進！ミライクリエイター】宇宙エレベーター大実験でまさか・・・世界記
飯島澄男終身教授
録！サンドウィッチマン＆宇宙飛行士野口聡一が目撃！
私学助成金の交付額が多い大学ランキング ３位「慶応義塾大学」、２
1月29日 dニュース(NTTドコモ)
位「日本大学」、１位は？
1月29日 メーテレ

1月30日 中日新聞

国際政治テーマに池上彰さんら講演

池上彰教授、小原雅博特任教授

1月30日 読売新聞

日本学生科学賞65回記念シンポ 壁越え社会帰る科学

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

1月30日 福島民報

陸上の山口智規（学法石川高）は早大進学 福島県内の高校スポ選手
女子駅伝部
の進路決まる

1月31日 中日新聞

【sports愛知】◇県高校新人体育柔道（22日）

附属高校

1月31日 中日スポーツ

栗林 延長戦対策バッチリ

卒業生：栗林良吏さん

1月31日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】293 学部の枠超え解決の道を

池上彰教授

1月31日 Yahoo!ニュース

池上彰さんが夢へのメッセージ 熊本エデュケーションウィーク

池上彰教授
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