
メディアで見る名城大学（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月1日 中日新聞 【エンタ目】「モモ」よ　時間取り戻して！ 卒業生：佃典彦さん

12月1日
SPORTS BULL(運動
通信社)

全日本バレーボール大学選手権大会　Ａコート　男子　１回戦【見逃し配
信】

バレーボール部

12月1日
中部産業連盟機関
誌PROGRESS（12月
号）

【表紙写真の説明】史上初!!全日本大学女子駅伝6連覇を達成　学校法
人名城大学

女子駅伝部

12月1日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【バレー】男女ベスト１６が出揃う　全日本インカレ第２日 バレーボール部

12月1日
SPORTS BULL(運動
通信社)

チーム全員でつかみ取った１勝！　３回戦へとつなげた！ バレーボール部

12月1日 財経新聞
レバテックが１０校の大学生・大学院生にプログラミングカリキュラムを
無償提供

12月1日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名城大学】第２回「ミライ社会へのユメ絵画展コンテスト」開催！小学生
を対象に来年１月３１日まで作品募集

12月1日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名城大学×刈谷市総合文化センター×各家庭】の三方向オンライン
－－　親子で楽しむ英語絵本読み聞かせ講座開催　－－

外国語学部：西尾由里教授

12月1日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名城大学】日本リトアニア修好　１００　周年記念講演会を開催ー１２
月　７　日（水）１７：００～ー

都市情報学部：稲葉千晴教授

12月1日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

名城大２番＆３番コンビが活躍、健大高崎ＯＢ４名が明治神宮大会に出
場

硬式野球部、法学部4年：小林大介
さん、同3年：伊藤雄紀さん、井上壱
悟さん、同1年：海老原崚さん

12月2日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】多様性象徴する投打にわたる活躍 外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月2日
日本経済新聞（静
岡）

車技術で地震の揺れ吸収

12月2日
SPORTS BULL(運動
通信社)

全日本バレーボール大学選手権大会　Ａコート　男子　２回戦【見逃し配
信】

バレーボール部

12月2日 タウンニュース ノーベル賞吉野さんが講演 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月2日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

ドラフト上位候補に挙がる名城大の剛腕、大阪商業大の剛腕など大学
強化合宿に参加する８人の速球派右腕たち

法学部3年：松本凌人さん

12月2日 Yahoo!ニュース
日本代表候補強化合宿に最速１５５キロ右腕の平成国際大・冨士が意
欲「合宿は成長できる場所」

法学部3年：松本凌人さん

12月2日 週刊文春 電子版 カタールとはどんな国？｜池上彰 池上彰教授

12月2日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】経営学部の学生らが被災地の復興支援で岩手＆熊本の
チャリティー販売

経営学部：田中武憲教授

12月2日
JPubb(レッドクルー
ズ)

就職支援協定の締結

12月2日 @niftyニュース
藤浪晋太郎は年俸６億円の長期契約も夢じゃない！メジャー敏腕代理
人「高い需要」と太鼓判

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月2日
イザ！(産経デジタ
ル)

１軍打撃コーチに和田一浩氏　中日が来季スタッフ発表 硬式野球部：森越祐人コーチ

12月2日 日経ビジネス 池上彰氏「ウクライナ危機とソ連・冬戦争　なぜ教養を学ぶのか」 池上彰教授

12月2日 Yahoo!ニュース
大学強化合宿はいきなり紅白戦を実施！登板６投手全員が１４５キロ以
上！！

法学部3年：松本凌人さん

12月2日
信濃毎日新聞デジタ
ル

本紙連載「五色のメビウス」　菊池寛賞の贈呈式　池上彰さん「ジャーナ
リズムとしてあるべき姿」　外国人労働者の問題切り込む

池上彰教授

12月3日 中日こどもWEEKLY
【なるほど！取材ノート】赤崎勇さんの業績をたどる　青色LEDで世界を
変えた

故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授、渉外部：田上暎さん

12月3日 中日新聞 竜、来季首脳陣発表 硬式野球部：森越祐人コーチ

12月3日 中日新聞 東海学生駅伝　参加チーム 女子駅伝部

12月3日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

居場所ない子に安心を　子どもシェルター　弁護士　舩戸いずみ（前橋
市）

卒業生：舩戸いずみさん

12月3日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】学生団体「トップリーフ」が無印良品でアップサイクルイベン
トを実施

トップリーフ

12月3日 Yahoo!ニュース
大学ジャパン候補が松山市に集結！２３年ドラフト候補・松本凌人など
投手陣がアピール

法学部3年：松本凌人さん

12月3日 グノシー
中央学大・吉田礼志が１万ｍ２７分５８秒６０！今季日本人学生初の２７
分台／日体大長距離競技会

人間学部4年：山本有真さん

2023/1/10

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（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月4日 中日新聞 【sports愛知】◇中部学生氷上競技フィギュアスケート（13日まで） 農学部1年：岩瀬茉那さん

12月4日 日本経済新聞 北欧の小国が紡ぐノーベル賞 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月4日 毎日新聞 米中間選挙勝ったのは？ 池上彰教授

12月4日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

中日２０２３年コーチングスタッフ　和田一浩氏、上田佳範氏らが古巣復
帰

硬式野球部：森越祐人コーチ

12月4日
月陸Online(陸上競技
社)

吉岡大翔１３分４７秒６４で制し日本代表へ大きく前進　女子は名城大・
米澤奈々香が１着／世界クロカンＵ２０選考会

人間学部1年：米澤奈々香さん

12月5日 中日新聞（三重） ◇県卓球選手権（11月26、27日） 経済学部1年：小笠原宏樹さん

12月5日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】脱炭素の技術に挑む 池上彰教授

12月5日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

最速１５５キロ、１５０キロ超え６人、２０投手全員が１４５キロ以上と大学
強化合宿から分かる投手の高速化【代表候補投手最速一覧】

法学部3年：松本凌人さん

12月5日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学ナゴヤドーム前キャンパスで堀江貴文×地方創生　ＨＩＵローカ
ルアカデミーを開催

12月5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　東農大と玉川大が２年ぶり
参戦　佛教大は第１回大会からの連続出場つなぐ

女子駅伝部

12月5日
SHIKOKUNEWS(四国
新聞社)

キャンパス安全対策、大学は苦慮／都立大・宮台教授の襲撃１週間

12月5日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

山西利和に中部スポーツ賞正賞　陸上世界選手権男子２０キロ競歩で
日本初の連覇

女子駅伝部

12月5日
JPubb(レッドクルー
ズ)

名誉フェローの吉野彰が「世界の環境問題の解決」をテーマに特別授業
を実施しました　［旭化成株式会社］

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月5日 Yahoo!ニュース 【バレー】男子全６４試合結果、個人賞受賞選手一覧【全日本インカレ】 バレーボール部

12月6日 朝日新聞 記者クラブ選出　中部スポーツ賞 女子駅伝部

12月6日 中日新聞 中部スポーツ賞　世界陸上連覇・山西に正賞 女子駅伝部

12月6日 中日スポーツ 中部スポーツ賞受賞者　特別賞　名城大学女子駅伝部 女子駅伝部

12月6日
日本経済新聞（夕
刊）

宮台さん襲撃1週間　構内の防犯、大学が苦慮

12月6日 EdTechZine(翔泳社)
プログラミングスクール「レバテックカレッジ」、１０校の大学生・大学院生
にプログラミングカリキュラムを無償提供

12月6日 ノアドット
来季から「ユニフォーム袖の広告」解禁　人気球団・Ｒソックス年間２３億
円のカラクリ

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月6日 あなたの静岡新聞 競歩　山西（静岡西豊田小出）正賞　中部スポーツ賞表彰 女子駅伝部

12月6日 Yahoo!ニュース
名城大の右サイド剛腕　最速１４７キロだけではなく、「魔球」ツーシーム
も披露し、打者を翻弄

法学部3年：松本凌人さん

12月6日
SANPOWEB(産報出
版)

岡山県で高校生の溶接全国大会 愛知総合工科

12月6日 BIGLOBE ニュース
【大学受験】お家で大学フェア、主要大学・入試情報を生配信１２／１２
－１６

12月6日
信濃毎日新聞デジタ
ル

信濃毎日新聞社など地方紙４社の合同記者セミナー　都内で２月 池上彰教授

12月6日 日本経済新聞 「平和への決意固めて」　Ｇ７広島に向け池上氏講演 池上彰教授

12月6日 ドラビズon-line 【厚労省】第１０８回薬剤師国家試験の試験会場と試験時間を公表

12月6日 中国新聞デジタル 広島サミットの意義や効果は　池上彰さんが講演 池上彰教授

12月6日 エキサイトニュース
新たな成績評価に「おかしい」と疑問の声…高校間の内申“格差”で大
学受験が不公平になるという衝撃

12月7日 中日新聞（近郊） 【広告】中日新聞春日井支局　新築・竣工

12月7日 中日新聞（中東遠） 再エネ進める会が10日に市民講演会　袋井 大場正春名誉教授

12月7日 中日新聞（東濃） タイル×大学生　コラボ　来年度から産学連携本格化 理工学部：谷田真准教授

12月7日
ヒロシマ平和メディア
センター(中国新聞
社)

［２０２３広島サミット］　被爆地開催「平和へ決意を」　広島でＧ７考える
フォーラム　池上彰さんが講演

池上彰教授

12月7日 財経新聞
新世代ゲームクリエイターのためのコンテスト　「神ゲー創造主エボ
リューション」開催決定！

愛知総合工科

12月8日 中日新聞
交通安全意識皆で高めよう　名城大付属高・鈴木さん「ながらスマホ」注
意喚起

附属高校

12月9日
livedoor ニュース
(LINE)

ペット用ヤギ乳「アレルギー出にくい」と評判に　愛知・新城市 農学部：林義明准教授
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メディアで見る名城大学（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月9日 電波新聞デジタル
名古屋大と旭化成が世界初　深紫外半導体レーザーの室温連続発振
に成功

天野浩特別栄誉教授

12月9日
RadiChubu(CBCラジ
オ)

元中日ドラゴンズ・英智本人に尋ねてみた　「おしゃれ好きなんです
か？」

卒業生：英智さん

12月9日 週刊文春 電子版 ゼロコロナ政策失敗は予言されていた｜池上彰 池上彰教授

12月9日
アメーバニュース(サ
イバーエージェント)

プロスカウトが絶賛する大学球界の好投手５人　１５５キロ右腕、タテス
ラの使い手など大学日本代表候補合宿で魅せた

法学部3年：松本凌人さん

12月9日
livedoor ニュース
(LINE)

吉田正尚「５年１２３億円」Ｒソックス入りの全内幕　なぜ交渉解禁から数
時間でスピード決着？

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月9日 dニュース(NTTドコモ)
新・親も知らない今どき入試　「ＪＲに強い大学ランキング」　全体トップは
日大　２位は名城大、東海で最多

12月10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10日 中日新聞 リトアニアと日本　今もつなぐ杉原　名城大　友好100周年で記念講演会 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月10日 中日新聞 折れたバット　さあ第２打席　名古屋聾学校生と名城大生 経済学部：伊藤志のぶ教授、ゼミ生

12月10日 読売新聞 【キャンパス発　名城大・日本酒研究会】クラフトビール粒ぞろい
農学部3年：川嶋隆之介さん、加藤
鼓雪さん、原崎茜蓮さん、農学部：
加藤雅士教授

12月10日 読売新聞 除草作業　ヤギにお任せ　愛・地球博記念公園　3匹活躍 農学部：林義明准教授

12月10日 ITmedia ビジネス
ＪＲに強い大学ランキング　２位「名城大」、１位は？：東大は１１位（２／
２　ページ）

12月10日

大学ジャーナルオン
ライン(くらむぽん出
版／タッチポイント／
ユニバースケープ)

大学ブランド調査、新潟大学が甲信越地区で初のトップ　日経ＢＰコンサ
ルティング調査

12月10日 Yahoo!ニュース
【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
“指名できなかった”ことが後の成功につながった

卒業生：栗林良吏さん

12月10日 エキサイトニュース
日本記録持つ広中璃梨佳、学生記録狙った名城大・山本有真ともに涙
来年リベンジだ…女子５０００Ｍ

人間学部4年：山本有真さん

12月11日 中日スポーツ 不動の守護神決意　栗林 卒業生：栗林良吏さん

12月11日
月陸Online(陸上競技
社)

男子は皇學館大がトップを一度も譲らずＶ６　女子・名城大が全区間区
間賞で１６連覇／東海学生駅伝

12月11日 Yahoo!ニュース
田中希実、廣中璃梨佳、萩谷楓、五島莉乃の日本代表勢が出場も世界
陸上標準届かず　男子は吉田、坂東が力走／エディオンＤＣ

人間学部4年：山本有真さん

12月12日
livedoor ニュース
(LINE)

千賀滉大「メッツと５年１０３億円」合意に３つの疑問…Ｒソックス吉田正
尚よりなぜ安い？

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月12日
月陸Online(陸上競技
社)

富士山女子駅伝のエントリー発表！女王・名城大の小林成美＆山本有
真、拓大・不破聖衣来ら

女子駅伝部

12月12日 dニュース(NTTドコモ) ノーベル賞天野氏ら８人＝学士院新会員に 天野浩特別栄誉教授

12月12日 日本経済新聞 滋賀の皆藤製作所、長崎市に新工場　ＥＶ電池設備を増強 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月12日 伊勢新聞 皇學館大が６連覇　東海学生駅伝　三重 女子駅伝部

12月13日 朝日新聞 学士院の新会員　天野さんら8人 天野浩特別栄誉教授

12月13日 中日新聞 男子皇学館大6連覇　女子は名城大16連覇 女子駅伝部

12月13日 中日新聞 名城大16連覇　東海学生駅伝 女子駅伝部

12月13日 中日新聞 【spoｒｔs愛知】◇県高校名北・名南・知多支部体操学年別（3日） 附属高校

12月13日 中日新聞 学士院の新会員に天野氏ら 天野浩特別栄誉教授

12月13日 中日新聞 eスポーツなど家族で楽しむ　名商、議員企業向け催し

12月13日 中日スポーツ 皇学館大が6連覇　東海学生駅伝男子 女子駅伝部

12月13日 日本経済新聞 学士院の新会員　天野氏ら8人 天野浩特別栄誉教授

12月13日 読売新聞 学士院の新会員　天野氏ら8人 天野浩特別栄誉教授

12月13日 中日新聞 いびがわマラソンでランニングポリスを務めた井上葉南さん 卒業生：井上葉南さん

12月13日 中京テレビ 【キャッチ！】アスリート全力応援　名城大学女子駅伝部 女子駅伝部
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メディアで見る名城大学（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月13日 東海テレビ 【ニュースOne】自治体の物価高対策「本来は国の仕事」 都市情報学部：昇秀樹教授

12月13日 四国新聞WEB朝刊 日本学士院に新会員８人、ノーベル賞天野氏ら 天野浩特別栄誉教授

12月13日 西日本新聞 日本学士院、新会員に天野浩氏ら８人 天野浩特別栄誉教授

12月13日 あなたの静岡新聞
富士山女子駅伝３０日開催　沿道応援３年ぶり再開　大学、選抜２４
チーム

女子駅伝部

12月13日 dニュース(NTTドコモ)
池上彰解説、トランプ前大統領「復活」への危機感　２０２４年の大統領
選挙に向けて、今も注目の的だ

池上彰教授

12月13日
中日進学ナビ(中日
新聞社)

池上彰教授による理工学部講演会開催！ 池上彰教授

12月13日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

都道府県駅伝．．．福島県選手団決まる、男子主将に今井、女子は渡辺 法学部1年：大河原萌花さん

12月13日
新潟日報デジタルプ
ラス

日本学士院の新会員に岩手県立大学長の鈴木厚人氏（新潟県出身）ら
８人

天野浩特別栄誉教授

12月13日 Yahoo!ニュース
「ＪＲに強い大学ランキング」　全体トップは日大　２位は名城大、東海で
最多

12月13日
livedoor ニュース
(LINE)

２００円の学食も…『物価高対策』各所で知恵絞る　自治体のコロナ対策
交付金転用に専門家「国が対処すべき」

都市情報学部：昇秀樹教授

12月14日 日本経済新聞 学長アンケート・下　キャリア教育４６％早期化　ジョブ型採用に備える

12月14日 毎日新聞 学士院新会員　天野氏ら8人 天野浩特別栄誉教授

12月14日 ORICON STYLE
池上彰氏に聞く就活「今の人気業界に入るのが必ずしもいいとは言えな
い理由」

池上彰教授

12月14日
livedoor ニュース
(LINE)

孝明天皇の死因をめぐる最新研究、天然痘との診断とその後の推移 元教職員：原口清さん

12月14日 BIGLOBE ニュース 名城大「ミライ社会へのユメ絵画展コンテスト」小学生対象

12月14日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学リサーチフェア２０２２≪カーボンニュートラル達成に向けて≫
研究シーズ紹介と私立大学研究ブランディング事業最終報告会

12月14日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】日本とリトアニアの修好１００周年を記念　講演会を開催 都市情報学部：稲葉千晴教授

12月15日 中日新聞 【学ぶ】生徒自ら学習習慣生む 教職センター：竹内英人教授

12月15日 南日本新聞 赤﨑勇さん功績と人柄　名城大が特別展　研究室再現も
故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

12月15日 ORICON STYLE 池上彰氏が就活生に指南「本当にやりがいのある会社の選び方」 池上彰教授

12月15日
JPubb(レッドクルー
ズ)

愛知県若手研究者イノベーション創出奨励事業「第１７回わかしゃち奨
励賞」最優秀賞・優秀賞の決定及び表彰式・受賞者による優秀提案発
表会の参加者募集について

理工学部：本田真己准教授

12月16日
PTA名古屋（第324
号）

【広告】第2回ミライ社会へのユメ絵画展作品募集

12月16日 中日新聞 【広告】第2回ミライ社会へのユメ絵画展作品募集

12月16日 中日新聞 【sports愛知】◇県冬季新人卓球（3、4日） 附属高校

12月16日 週刊文春 電子版 “管理された”ウクライナ戦争｜池上彰 池上彰教授

12月16日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

宇都宮文星女子高校　３年連続都大路を駆ける　全国高校駅伝 女子駅伝部

12月16日 Yahoo!ニュース
指名漏れも経験した東京五輪胴上げ投手　スカウトの“読み合い”の
末、単独１位指名に成功した即戦力右腕《２０２２年・人気記事セレクショ
ン》

卒業生：栗林良吏さん

12月16日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

名城大学×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ　新たなファン獲得に向けた
施策を考案する共創プロジェクト

12月16日
ビジネスジャーナル
(サイゾー)

なぜリチウムイオン電池は画期的？ノーベル化学賞受賞の研究、何が
スゴい？超解説

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月17日 中日新聞 【人事】徳倉建設社長に徳倉副社長昇格 卒業生：徳倉克己さん

12月17日 中日新聞（岐阜）
【移りゆく県庁　データで追う軌跡・上】郊外の立地　副都心化　町の姿
変えた

海道清信名誉教授

12月17日 中日新聞（なごや東）
学生　憧れの交通指導員　日進在住　名城大・河合さん　「朝か夕だけ
でＯＫ」市の条件変更後押し

経済学部3年：河合勘太郎さん

12月17日 中部経済新聞 来月11日に名城大学がリサーチフェア開催

12月17日 日本経済新聞 【新社長】◇徳倉建設 卒業生：徳倉克己さん

12月17日 読売新聞 【東海うらうら】38　千畝の人道　今も「外交官」
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メディアで見る名城大学（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月17日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

交通指導員に現役大学生　「朝か夕だけＯＫ」日進市の条件変更で参加 経済学部3年：河合勘太郎さん

12月17日 4years.(朝日新聞社)
名城大学・山本有真　レース後に流した涙、国内トップと世界を見据える
きっかけに

人間学部4年：山本有真さん

12月17日 文藝春秋digital
池上彰　古典から資本主義を紐解く　続１００年後まで読み継ぎたい１０
０冊

池上彰教授

12月18日 中日新聞 【学ぶ】Meet STEAM 海洋生物の研究　イラストで解説 農学部：木下千尋研究員

12月18日 毎日新聞
【池上彰のこれ聞いていいですか？】高校休んでCOP27参加　足立心愛
さん

池上彰教授

12月18日 ぴあ
『理大囲城』―香港屈指の名門校で起こった民主化闘争　自由を奪われ
た若者たちはいま──

池上彰教授

12月18日 プレみや 市民交流の拠点に　野口遵記念館が開館　延岡市 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月19日 中日スポーツ 海外自主トレ目標　栗林 卒業生：栗林良吏さん

12月19日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】317　人生を考える・上 池上彰教授

12月19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（11日） 附属高校

12月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

延岡・野口遵記念館が開館　市民交流の拠点に 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月19日
JPubb(レッドクルー
ズ)

～全国の小学生から届いた１０，７７５通の感謝の手紙～　「ありがとう
の手紙コンテスト２０２２」結果発表　初の文部科学大臣賞の受賞者も決

池上彰教授

12月19日
Fresh eyeニュース(ス
カラコミュニケーショ
ンズ)

「ＧＴ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｌｅａｇｕｅ　２０２２」　中央大学が激闘を制して三連覇！ e-sports研究会

12月19日 夕刊デイリーWeb １８日開館、野口遵記念館 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月19日
JPubb(レッドクルー
ズ)

「ＧＴ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｌｅａｇｕｅ　２０２２」　中央大が激闘を制してＶ３ e-sports研究会

12月19日
ONLINE IBNews(イン
テリア情報企画)

サンゲツ　産学官連携「かがやけ☆あいちサスティナ研究所」に参加

12月19日 中国新聞デジタル 真の安全・平和を問う　Ｇ７考えるフォーラム＜詳報＞ 池上彰教授

12月19日
JPubb(レッドクルー
ズ)

産学官連携プロジェクト「かがやけ☆あいちサスティナ研究所」のパート
ナー企業として、学生とともに企業課題の解決策を提案

12月20日 読売新聞 NIE学会賞に松本さん　名城大付高2年　初開催の生徒研究発表 附属高校

12月20日
スポーツイベント・
HandBall（1月号）

【２０２２全日本インカレ特集】つながれた連覇のバトン
ハンドボール部、法学部4年：土山
雄大さん、三木嵩史さん、同2年：岡
本翔馬さん、本山慶樹監督

12月20日 読売新聞オンライン 野口遵記念館が開館　延岡に文化施設　「旭化成の精神後世に」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月20日 ノアドット
メジャーの今季収益は１００億ドル超！　入場者減でも各球団で大型契
約続出の内幕（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月20日
JPubb(レッドクルー
ズ)

北陸ＵＩＪターンセミナー（名城大学）の開催

12月20日 @niftyニュース
千賀滉大「５年１０２億円」に透けるのはメッツのリスク回避　契約の中身
はむしろシビアだった

外国語学部：鈴村裕輔准教授

12月20日
ヒロシマ平和メディア
センター(中国新聞
社)

２０２３広島サミット　あと１５０日　Ｇ７考えるフォーラム　詳報 池上彰教授

12月20日 夕刊デイリーWeb 野口遵記念館が開館 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月20日 Yahoo!ニュース
切られてもくっつく！　接ぎ木で植物が発揮する修復力、その秘密に迫
る

12月21日 中日新聞 【学ぶ】ウォッチ！大学入試　河合塾　志望動向分析

12月21日 中日新聞 広島・栗林　9500万円更改 卒業生：栗林良吏さん

12月21日 中日新聞（静岡） 富士山女子駅伝　３０日号砲　沿道の応援　解禁　３年ぶり 女子駅伝部

12月21日 中日スポーツ 栗林胴上げ投手に　球団3年目最高9500万円で更改 卒業生：栗林良吏さん

12月21日 日経ビジネス 池上彰氏と考える教養、“奴隷的”な現代人が小説を読むべき理由 池上彰教授

12月21日 エキサイトニュース 名城大学の大会５連覇なるか『２０２２富士山女子駅伝』放送！ 女子駅伝部

12月21日
サンスポ(産経デジタ
ル)

新生・リトグリがテーマソング　「富士山女子駅伝」フジ３０日放送＆ＴＶｅｒ
で初の同時配信も

女子駅伝部

12月21日 ドラビズon-line
【愛知県薬剤師会】地元薬学生とのイベント開催／組織強化へ若手へ
の取り組み拡充

薬学部
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メディアで見る名城大学（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月22日 中日新聞 【回顧2022】名城大　史上初の6連覇　学生自ら強さ求める 女子駅伝部

12月22日 中日新聞（北勢）
菰野の少林寺女子が熱い　名城大で部員指導　３年川村さん　雪辱　全
国Ｖ　気迫の演武

法学部3年：川村海月さん

12月22日 ORICON STYLE
【池上彰】「学生時代にもっと勉強しておけばよかった」と後悔する社会
人のための「学び直し」のコツ

池上彰教授

12月23日 朝日新聞
飛び出た警告文「その電話はサギ」名古屋　愛知信金ATMに「錯視シー
ト」登場

12月23日 朝日新聞（岩手）
鹿の命、尊さ知るアニメ制作　大槌のジビエ会社、学校にＤＶＤ寄贈　／
岩手県

農学部：木下千尋研究員

12月23日 ORICON STYLE 【池上彰】「お金の増やし方」を学ぶ、たった１つの方法 池上彰教授

12月23日
ビジネスジャーナル
(サイゾー)

なぜデロンギは高いのに売れる？オイルヒーターとエスプレッソマシンで
売上１位

元職員：大﨑孝徳さん

12月23日 週刊文春 電子版 ドイツでクーデター危機｜池上彰 池上彰教授

12月23日
Sportie.com(スポーツ
ITソリューション)

来季につなぐ神宮大会 人間学部4年：眞田拓さん

12月23日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】女子駅伝部　東海学生駅伝で１６連覇達成！！ 女子駅伝部

12月23日 朝日新聞デジタル 学生の朝習慣つくる「１００円朝食」　長引くコロナ禍で新しい意義も

12月23日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】ハンドボール部本山慶樹監督　ＪＯＣジュニアオリンピック
カップ愛知代表コーチに選出

ハンドボール部：本山慶樹監督

12月23日 奈良新聞 第４回ＲＤ２０開催およびＣＯＰ２７ジャパン・パビリオンでの講演 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月24日 日本経済新聞 ノーベル賞の吉野彰氏　「脱炭素、回収技術が必要」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

12月24日 毎日新聞 ”姉”から連覇へたすき　女子注目選手 人間学部1年：米澤奈々香さん

12月24日 ORICON STYLE 【池上彰】社内キャリアを断たれて気づいた「自分にしかない専門性」 池上彰教授

12月24日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

全国高校駅伝、あす２４日号砲　仙台育英、女子は２連覇、男子は３年
ぶりの頂点狙う

人間学部1年：米澤奈々香さん

12月24日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

名城大学リサーチフェア　２０２２　～カーボンニュートラル達成に向けて
～

12月25日 中日新聞 【街角ニュース】◇天白区で一斉パトロール ボランティア協議会

12月25日 中日新聞 大学生と企業が協力　環境課題など解決策　名古屋で成果発表

12月25日 ORICON STYLE 【池上彰】若い世代に「不都合な未来」をひっくり返すためにすべきこと 池上彰教授

12月25日 Yahoo!ニュース
長野東が悲願の初優勝！５区エースの村岡美玖で逆転１７、１８年２位
からついに頂点／全国高校駅伝・女子

卒業生：和田有菜さん、外国語学部
4年：小林成美さん

12月25日 Yahoo!ニュース
長野東がついに頂点！終始安定のレース運びで県勢初Ｖ　アンカー・村
岡美玖「正直ビックリ」／全国高校駅伝・女子

卒業生：和田有菜さん、外国語学部
4年：小林成美さん

12月25日
月陸Online(陸上競技
社)

チャレンジをテーマに臨んだ長野東　無欲で成し遂げた初Ｖ「味わったこ
とのない感覚」／全国高校駅伝・女子

卒業生：和田有菜さん、外国語学部
4年：小林成美さん

12月26日 中日新聞 長野東　最終区逆転V女子 入学予定者：村岡美玖さん

12月26日 中日スポーツ 長野東　女子　初優勝 入学予定者：村岡美玖さん

12月26日 日本経済新聞 全国高校駅伝　女子は長野東初V 入学予定者：村岡美玖さん

12月26日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】318　人生を考える・下 池上彰教授

12月26日 毎日新聞 全国高校駅伝　男子倉敷大会新　女子長野東初V 入学予定者：村岡美玖さん

12月26日 読売新聞 長野東　初優勝 入学予定者：村岡美玖さん

12月26日 読売新聞（大阪） 県と岡山市　深まる対立　総合グラウンド改修、新アリーナ計画 都市情報学部：昇秀樹教授

12月26日 朝日新聞（宮城） 仙台育英　女子準V 人間学部1年：米澤奈々香さん

12月26日
月陸Online(陸上競技
社)

世界クロカン代表に田中希実、廣中璃梨佳、吉田圭太、吉岡大翔らＵ２
０含め男女１０人選出

人間学部1年：米澤奈々香さん

12月26日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】経営学部の澤田慎治准教授のゼミ生がＪＡ尾張中央の産直
店舗の活性化策を提案

経営学部：澤田慎治准教授

12月26日 リセマム(イード) 名城大学リサーチフェア２０２２～カーボンニュートラル達成に向けて～

12月26日 Olympics.com
【１２月３０日開催】２０２２全日本大学女子選抜駅伝競走「富士山女子駅
伝」の放送予定｜名城大学、５連覇なるか

女子駅伝部
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メディアで見る名城大学（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月26日
Infoseek ニュース(楽
天グループ)

学生ゲームクリエイター約２３００名、約９００作品の頂点が決定！学生
インディーゲームの祭典『ゲームクリエイター甲子園　２０２２』受賞全作
品を発表

愛知総合工科

12月26日
47NEWS(全国新聞
ネット)

「長野東の伝統を見せてくれた」　ＯＧや前監督も喜び　全国高校駅伝女
子

卒業生：和田有菜さん

12月26日 ＆(朝日新聞社)
名城大学春日井キャンパスのリファイニング事例「第５４回中部建築賞」
に入選

12月26日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

都道府県対抗駅伝　兵庫選手団に田中希実や高校駅伝区間賞の西脇
工・長嶋幸宝ら　１月開催

人間学部1年：石松愛朱加さん

12月26日 e燃費(イード)
タスキを繋いで富士スピードウェイに挑む！「ｅＳｐｏｒｔｓの箱根駅伝」は中
央大学に栄冠

e-sports研究会

12月27日 朝日新聞 「100円朝食」で学生支援　名城大の学食　にぎわい復活

12月27日
ダイヤモンドオンライ
ン

【池上彰・増田ユリヤ対談】「保守派は人工中絶に反対」しか知らない人
が見誤る米国の真実

池上彰教授

12月27日 @niftyニュース
岡田阪神　来秋ドラ１候補に「高校生四天王」大阪桐蔭・前田　１４８キロ
左腕に密着マーク

法学部3年：松本凌人さん

12月27日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】都市情報学部３年生が堀田本町商店街の空き店舗活用策
を発表

都市情報

12月27日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】今シーズンの集大成　富士山女子駅伝へ準備万端 女子駅伝部

12月27日
信濃毎日新聞デジタ
ル

上野裕一郎、男子主将に　１月の都道府県対抗駅伝、長野県選手団
【男女の名簿付き】

卒業生：和田有菜さん、五味叶花さ
ん

12月27日 Olympics.com 【陸上】世界クロスカントリー選手権に田中希実、廣中璃梨佳ら 人間学部1年：米澤奈々香さん

12月27日
GameBusiness.jp(イ
ード)

学生インディーゲームの祭典「ゲームクリエイター甲子園　２０２２」受賞
全作品が発表

愛知総合工科

12月27日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】理工学部が池上彰教授による講演会「２１世紀を生き抜くた
めに～研究者の取り巻く社会状況～」を開催

池上彰教授

12月28日 livedoor ニュース
１２．３０「富士山女子駅伝」で躍動するアイドル級「超美形ランナー」２人
の実力

人間学部4年：山本有真さん

12月28日 Yahoo!ニュース
女王・名城大５連覇へ死角なし！？　立命大、日体大、大東大、拓大ら
が一矢報いるか／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月28日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大・山本有真が再び走り始めた理由――亡き母と待ってくれた仲間
への思い

人間学部4年：山本有真さん

12月28日
号外NET(本氣メディ
ア)

【富士市・富士宮市】沿道での応援を３年ぶりに再開！「富士山女子駅
伝」が１２月３０日開催されます！

女子駅伝部

12月28日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】女子駅伝部　米澤奈々香選手が世界クロカンＵ２０日本代
表に決定！

人間学部1年：米澤奈々香さん

12月28日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】外国語学部の学生がドラマ教育・演劇教育の授業の集大成
として英語で演劇を上演

外国語学部：岩井眞實教授、アヤ・
マレー准教授

12月28日

大学ジャーナルオン
ライン(くらむぽん出
版／タッチポイント／
ユニバースケープ)

大学自動車部対抗のｅモータースポーツ大会「ＧＴ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｌｅａｇｕｅ
２０２２」　中央大学が三連覇

e-sports研究会

12月28日
週刊現代デジタル(講
談社)

池上彰×河合雅司　先が読めない日本の未来を読む 池上彰教授

12月28日 あなたの静岡新聞
長距離界の１８歳ホープ　米沢奈々香（浜松北浜中出）目の前を一歩ず
つ　陸上女子【Ｆｏｃｕｓ】

人間学部1年：米澤奈々香さん

12月28日
Yahoo! JAPAN クリエ
イターズプログラム

１２月３０日１０時スタート【富士山！女子駅伝】２０２２全日本大学女子
選抜駅伝競走！見所は？

女子駅伝部

12月28日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】ドーム前キャンパスで「苔テラリウムを通じてＳＤＧｓを知る
ワークショップ」を開催

自然交流倶楽部

12月29日 朝日新聞 「校則　先生の賛否は？」最優秀　名城大学付属高　NIEの大会で 附属高校

12月29日 中日新聞 【エンタ目】今年の漢字 卒業生：佃典彦さん

12月29日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】ワンダーフォーゲル部　この景色を見てみたい！１枚の写真
が私を変えた　山活で培ったチャレンジ精神

ワンダーフォーゲル部

12月29日 日刊スポーツ
【富士山女子駅伝】名城大５連覇か、不破聖衣来の拓殖大は　３０日午
前１０時号砲／速報します

女子駅伝部

12月29日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【富士山女子駅伝】拓殖大・不破聖衣来はエントリー外れる　名城大は５
連覇狙う

女子駅伝部

12月29日 All About NEWS 「文化人」の人気ランキング！　３位　池上彰、２位　藤井聡太、１位は？ 池上彰教授

12月29日 Yahoo!ニュース
富士山女子駅伝区間オーダー発表！　連覇目指す名城大は４区山本
有真、５区小林成美　拓大・不破はエントリーされず

女子駅伝部

12月29日 So-netニュース
５連覇狙う名城大、５区に山本＝拓大の不破は欠場―大学女子選抜駅
伝

女子駅伝部

12月29日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「感謝の気持ちを込めタスキを」３０日号砲！富士山女子駅伝　選手た
ちが健闘誓う

女子駅伝部

12月29日 Yahoo!ニュース
女王・名城大「２つの駅伝勝ち切りたい」立命大も「優勝目指す」拓大・五
十嵐監督は不破オーダー外の理由明かす／富士山女子駅伝

女子駅伝部
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メディアで見る名城大学（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月29日 Yahoo!ニュース
大会５連覇＆今季２冠狙う名城大、５区・山本有真、６区・小林成美で勝
負【全日本大学女子選抜駅伝】

女子駅伝部

12月29日 msnニュース ５連覇目指す名城大「４年生の走り大事」　富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月29日
イザ！(産経デジタ
ル)

名城大は１年生を育てながら５年連続２冠へ　富士山女子駅伝３０日午
前１０時号砲

女子駅伝部

12月29日
ニュートピ！(アドウェ
イズ)

【富士山女子駅伝】拓殖大・不破聖衣来はエントリー外れる　名城大は５
連覇狙う　－　陸上　：　日刊スポーツ

女子駅伝部

12月30日 中日スポーツ 全日本大学女子選抜駅伝きょう号砲　名城大ダブルエースに託す 女子駅伝部

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

12月30日
ナショナルジオグラ
フィック日本版

なぜ植物は異種でも茎や枝がくっつくのか、接ぎ木の秘密に迫る

12月30日 Yahoo!ニュース
来秋ドラフトは大学生に好投手…中大の１５５キロ右腕・西舘勇陽、東洋
大・細野晴希らに熱視線【中日】

法学部3年：松本凌人さん

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大の米沢奈々香が３区区間新　１～３区は１年生のみで首位キー
プ…富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日
週刊実話WEB(日本
ジャーナル出版)

アイドル並みのルックスも！“美人ランナー”ぞろい「富士山女子駅伝」が
アツい

人間学部4年：山本有真さん

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大ルーキー米澤奈々香が３区区間新！「差を広げて先輩に」地元
静岡で快走／富士山女子駅伝

人間学部1年：米澤奈々香さん

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大・山本有真が快走！同期・小林成美へトップで笑顔のタスキリ
レー／富士山女子駅伝

人間学部4年：山本有真さん

12月30日 熊本日日新聞 駅伝、名城大が５連覇　静岡で大学女子選抜 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大の山本有真、５区快走　トップで小林成美にタスキリレー…富士
山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
女王・名城大５連覇＆５年連続２冠！！小林成美、山本有真は４年間不
敗で卒業／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース 名城大が富士山女子駅伝５連覇　史上初の学生駅伝５年連続２冠達成 女子駅伝部

12月30日 So-netニュース 名城大が５連覇＝大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月30日 msnニュース 名城大が５連覇、５年連続２冠を達成／富士山女子駅伝 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース 富士山女子駅伝に「富士山コーン」が登場　「かわいい」の声も 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大の小林成美、感涙寸前のタスキリレー「ウルってきた」　史上初の
学生駅伝５年連続２冠…富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日
SHIKOKUNEWS(四国
新聞社)

駅伝、名城大が５連覇／静岡で大学女子選抜 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大、大学女子選抜駅伝で５連覇…大学女子駅伝との２冠も５年連
続

女子駅伝部

12月30日 @niftyニュース 富士山女子駅伝　名城大５連覇 女子駅伝部

12月30日
どうしん電子版(北海
道新聞社)

全日本大学女子選抜駅伝、名城大が５連覇 女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大、圧巻のＶ５！１区から一度も首位譲らず　山本から小林「今まで
ありがとう」／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日
デイリースポーツ
online

駅伝、名城大が５連覇静岡で大学女子選抜 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５連覇＆５年連続２冠　１度も首位譲らず圧
勝、小林主将「感謝の思い」

女子駅伝部

12月30日 Yahoo!ニュース
名城大５連覇、大阪学大が８年ぶり２位、日体大が２年連続３位、全日
本選抜４位、立命大５位、関西大２年ぶり８位入賞／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日 Olympics.com
富士山女子駅伝｜名城大学が５連覇…５年連続で全日本大学女子駅
伝との２冠

女子駅伝部

12月30日 エキサイトニュース 名城大が５連覇＝５年連続２冠、大院大２位―大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月30日 So-netニュース 名城大が５連覇 女子駅伝部

12月30日
Yahoo! JAPAN クリエ
イターズプログラム

【富士山女子駅伝】名城大学の足を支えたのはＮｉｋｅ「ランニングシュー
ズチェック」！

女子駅伝部

12月30日 産経ニュース 【フォト】名城大、圧勝の走り５連覇　大学女子駅伝 女子駅伝部

12月30日
中日スポーツ・東京
中日スポーツ

名城大が５連覇、全日本大学女子駅伝と合わせて５年連続２冠を達成
【全日本大学女子選抜駅伝】

女子駅伝部

12月30日
中日スポーツ・東京
中日スポーツ

５連覇名城大の山本有真「３月までまだ学生」”卒業直前”に日本学生記
録再挑戦へ【女子駅伝】

人間学部4年：山本有真さん

12月30日 愛媛新聞ONLINE 名城大が５連覇　選抜チーム５区・小松（松山大）区間４位 女子駅伝部
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メディアで見る名城大学（2022年12月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

12月30日 So-netニュース
常勝名城大、危なげなく＝１年生の快走で主導権―全日本大学女子選
抜駅伝

女子駅伝部

12月30日 dニュース(NTTドコモ) 名城大　盤石の５年連続２冠　トップ譲らず 女子駅伝部

12月30日 So-netニュース ５連覇を遂げた名城大 女子駅伝部

12月30日 神戸新聞NEXT
全日本大学女子選抜駅伝　名城大が５連覇　須磨学園高出身の２区・
石松愛朱加、トップでつなぐ

女子駅伝部

12月30日
イザ！(産経デジタ
ル)

名城大が５連覇　エース山本有真５区区間賞「お世話になった人の顔を
想像しながら走れた」／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月30日
webun(北日本新聞
社)

大学女子選抜駅伝、名城大５連覇　柳樂（富山出身）１区トップ 女子駅伝部

12月31日 朝日新聞 全日本大学女子選抜駅伝　名城大5連覇 女子駅伝部

12月31日 中日新聞 名城大　盤石5連覇 女子駅伝部

12月31日 中日新聞 きょうの紙面 女子駅伝部

12月31日 中日スポーツ 名城大5連覇圧倒 女子駅伝部

12月31日 日本経済新聞 名城大が5連覇　大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 毎日新聞 名城大V5 女子駅伝部

12月31日 読売新聞 名城大独走V5 女子駅伝部

12月31日 読売新聞 名城大5年連続2冠 女子駅伝部

12月31日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大が圧巻の５連覇「本当に強い選手たち」１年生が流れ作り「軸」の
４年生が力走／富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月31日
沖縄タイムス＋プラ
ス

名城大　５連覇　大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 朝日新聞デジタル 名城大、５連覇　陸上・全日本大学女子選抜駅伝　３０日 女子駅伝部

12月31日 読売新聞オンライン 名城大独走Ｖ５　富士山駅伝　山本、４年連続区間賞 女子駅伝部

12月31日 読売新聞オンライン 名城大　５年連続２冠…４年生コンビ万感 女子駅伝部

12月31日 四国新聞WEB朝刊 陸上　全日本大学女子選抜駅伝＝名城大Ｖ５　３区新記録、圧勝 女子駅伝部

12月31日 Yahoo!ニュース
名城大の米沢奈々香、地元・静岡で区間新記録　大会５連覇に貢献…
富士山女子駅伝

女子駅伝部

12月31日 あなたの静岡新聞 名城大５連覇　米沢（北浜中出）区間新　全日本大学女子選抜駅伝 女子駅伝部

12月31日 苫小牧民報 名城大が５連覇―大学女子選抜駅伝　５年連続２冠、大院大２位 女子駅伝部

12月31日
SPORTS BULL(運動
通信社)

次に繋がる成果を得られた男子インカレに 附属高校
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