2022/3/3
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2月）
日付

メディア

見出し・番組名など

2月1日

日本経済新聞

「遠隔で地域・企業連携進む」本社大学シンポ

2月1日

CBCテレビ

【JNNニュース】入試会場で警察官が警戒東大前の事件受け

2月1日

ニュースイッチ(日刊
金属型・半導体型で提案、名城大発ベンチャーが持つＣＮＴ技術の実力
工業新聞社)

2月1日

＆(朝日新聞社)

「理想の上司」男性アナ躍進

2月1日

JPubb(レッドクルー
ズ)

就職支援協定の締結

2月1日

JPubb(レッドクルー
ズ)

名城大学の学生がベトナムの学生とおもてなしや愛知県の魅力をテー
マにオンラインで交流します～アジア競技大会を活用した地域活性化ビ M-Line
ジョン関連事業～

2月1日

JPubb(レッドクルー
ズ)

【変更】杉原千畝講演会の参加者を募集します

都市情報学部：稲葉千晴教授

2月1日

ValuePress!

ゴシックの享楽

理工学部：中村栄造教授、岩塚さお
り非常勤講師

2月2日

朝日新聞

【東海教育ウォッチ】名城大学付属高校

附属高校

2月2日

読売新聞（東京）

Uターン就職 支援協定続々 国士舘や早稲田大 県と大学 双方に利
点＝富山

2月2日
2月2日
2月2日
2月2日

掲載者
池上彰教授

池上彰教授

goo ニュース(NTTレ
「あなたにとっての『ビッグボス』は誰ですか？」池上彰さんの場合
ゾナント)
アセアンポータル(世
愛知県は名城大学とベトナムの学生交流を実施、おもてなしをテーマ
界商会)
「アトム」連載開始７０年、ＡＩ時代に放つ物語のチカラ 企画展から見る
神戸新聞NEXT
「人と技術」の課題
JPubb(レッドクルー 【変更】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
ズ)
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

池上彰教授
M-Line
理工学部：福田敏男教授
理工学部：福田敏男教授

2月3日

中部経済新聞

【オープンカレッジ】中年女性の公正な表象を

法学部：溝上由紀教授

2月3日

FM愛知

【中電シーティーアイpresents Welcome Generation】益田准教授出演

理工学部：益田泰輔准教授

2月3日

大学プレスセンター
(大学通信)

2月3日
2月4日

低温プラズマプロセスでナノ構造ＧｅＳｎ 負極膜の作製に成功～高容量
Ｌｉ イオン電池実現に期待～
毎日新聞創刊１５０年 連続オンラインイベント「Ｄｉｓｃｏｖｅｒ Ｍａｉｎｉｃｈｉ
文化通信
池上彰教授
Ｗｅｅｋ ２０２２」 ２月１４日スタート
goo ニュース(NTTレ 周東佑京、和田康士朗に続く“俊足ランナー”候補は？ 一塁への到達
法学部3年：小林大介さん
ゾナント)
タイム「４秒切り」のスゴい脚リスト

2月5日

朝日新聞

「受胎告知」のひみつ

小野康子非常勤講師

2月5日

中日新聞

【広告】これから受験できる東海地区の大学特集

2月6日

朝日新聞

「歴史的化学論文大賞」に野依さん

野依良治客員教授

2月6日

毎日新聞

【教えて池上さん！旬なトピック】進路ひとつじゃない！

池上彰教授

2月6日

テレビ愛知

【データで解析！サンデージャーナル】愛知で調査 注目の「発酵食品」
農学部：加藤雅士教授
を徹底調査

2月6日

サンデー毎日

大学プレスセンター ニュース・アクセスランキング

2月6日

信毎web

2月6日

livedoor ニュース
(LINE)

2月7日

中部経済新聞

2月7日

日本経済新聞

信濃毎日新聞社など地方紙４社が記者セミナー 池上彰さん「地域に根
池上彰教授
差してこそ」
広島・栗林良吏が北京五輪銅メダルのモーグル・堀島行真を祝福「さす
卒業生：栗林良吏さん
がトヨタ自動車ですね」
【こどもtoおとな第3部成人式】残念な中身見直す絶好機 大学教授のに
卒業生：にしゃんたさん
しゃんたさん
【チーム池上が行く！】聖路加国際大の看護教育
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池上彰教授

メディアで見る名城大学（2022年2月）
日付

メディア

2月7日

日刊工業新聞

2月7日

文教ニュース

2月7日

livedoor ニュース
(LINE)

2月7日
2月7日
2月7日
2月8日

見出し・番組名など

掲載者
飯島澄男終身教授、理工学部：丸
【For Future先端技術】ナノマテリアル 優れた特性製法模索 名城大学
山隆浩教授
科学技術振興機構「さくらサイエンスプログラム」友情と感激 第269回

誓い ２０２２ “東北のゴジラ”楽天Ｄ２位・安田悠馬、開幕１軍＆ホーム
ランを打つ
池上彰さんが驚愕「新疆ウイグル自治区」 悪魔の技術が実現させた恐
Yahoo!ニュース
るべきディストピア（レビュー）
「第７回全国学生演劇祭 ｉｎ 福岡」開催情報 「日本一の学生劇団」を
フクオカーノ！
決定 ぽんプラザホールとももちパレスの２会場で開催
名城大・高松智美ムセンビが仲間と迎えた「幸せな引退」 １３年の陸上
4years.(朝日新聞社)
人生で得たもの
返礼品「５割還元」の謎 ふるさと納税１０万円で温泉券５万円分 兵庫
★朝日新聞（大阪）
県洲本市

理工学部：丸山隆浩教授
卒業生：栗林良吏さん
池上彰教授
人間学部2年：新美友唯さん、名城
大学劇団「獅子」
外国語学部4年：髙松智美ムセンビ
さん
都市情報学部：昇秀樹教授

2月8日

中日新聞

【高校総体】◇スキー 全国高校大会第1日（7日）

2月8日

中日新聞（西三河）

ノーベル賞メダルに「おー！」 岡崎の小中 吉野彰さんオンライン授業 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

2月8日

livedoor ニュース
(LINE)

痛くも痒くもない中国、まったく意味のない衆院「人権決議」

2月8日

ノアドット

2月8日

附属高校

池上彰教授

選手会は米連邦調停局の仲裁を拒否…ＭＬＢ開幕への道のりが依然遠
外国語学部：鈴村裕輔准教授
い根拠【メジャーリーグ通信】
月陸Online(陸上競技 日本選手権クロカンのエントリー発表 相澤晃、三浦龍司、塩尻和也、 外国語学部3年：小林成美さん、人
社)
石田洸介、佐藤圭汰ら豪華顔ぶれ！田中希実、不破聖衣来も登録
間学部3年：山本有真さん

2月9日

中日新聞

【高校総体】◇スキー 全国高校大会第2日（8日）

附属高校

2月9日

読売新聞

【高校総体】女子大回転 木村78位

附属高校

2月9日

財経新聞

【ライブ配信セミナー】異種材料接着・接合の基礎と最新技術、及び強度
／信頼性／耐久性向上と寿命予測法 ３月１日（火）開催 主催：（株） 元講師：鈴木 靖昭 さん
シーエムシー・リサーチ

2月10日 朝日新聞

【広告】中央公論3月号 2022新書大賞

人間学部：伊藤俊一教授

2月10日 中日新聞

【高校総体】◇スキー 全国高校大会第3日（9日）

附属高校

2月10日 日経doors

池上彰×いわた書店岩田徹 読みたい本の探し方＆読書法

池上彰教授

2月10日

大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学人間学部の伊藤俊一教授（日本中世史）の著書 『荘園 墾田
永年私財法から応仁の乱まで』が「新書大賞２０２２」の３位に選ばれま 人間学部：伊藤俊一教授
した

2月11日 中日新聞

【高校総体】◇スキー 全国高校大会最終日（10日）

附属高校

2月11日 読売新聞

【高校総体】距離女子リレー名城大付が17位

附属高校

2月11日 中日ハピなびなごや ごみ収集車のルート可視化へ

理工学部：鈴木秀和准教授

２０２２年愛知連盟１部リーグ注目選手紹介 前編～全日本候補のス
ラッガー 中京大 澤井廉～
goo ニュース(NTTレ 「鉄腕アトム」連載開始７０年、ＡＩ時代に放つ物語のチカラ 企画展から
2月11日
ゾナント)
見る「人と技術」の課題
【マイウェイ】東海国立大学機構機構長・名古屋大学総長 松尾清一
2月12日 中部経済新聞
34
2月11日 中日新聞

2月12日 Yahoo!ニュース
2月13日 Yahoo!ニュース
2月14日 PR TIMES

硬式野球部
理工学部：福田敏男教授

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授
名城大学「Bridge」スーパーバイ
友近に聞く、新体制エージェントとコロナ禍で変化した仕事観
ザー：佐藤裕さん
ネギが世界をちょっと幸せに コロナ禍でプロバスケットボールクラブが 名城大学「Bridge」スーパーバイ
地域密着型に注目するワケ
ザー：佐藤裕さん
【マナティー研究所】ビーチクリーン付き！第４回海牛祭りに参加しよう

農学部：楢崎友子助教

Fresh eyeニュース(ス ポジティブファッションアンバサダーにぺこぱを任命！ららぽーと×ぺこ
2月14日 カラコミュニケーショ ぱ ＰＯＳＩＴＩＶＥ ＳＰＲＩＮＧ ＦＡＳＨＩＯＮ～春ファッションはみんな違って
ンズ)
それがいい！～
2月15日 中日新聞
2月15日

名古屋発 フィギュアの名脇役 名東区の「コムネット」

週刊SPA！2/22・3/1
「鬼滅の刃」分析本著者が改めて魅力を解説！
合併号
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卒業生：沢田一也さん
外国語学部：鈴村裕輔准教授

メディアで見る名城大学（2022年2月）
日付

メディア
見出し・番組名など
アメーバニュース(サ 【高校受験２０２２】愛知県私立高の志願状況・倍率（確定）東海（普通）
2月15日
イバーエージェント) ４．５倍、滝（普通）９．５倍等
2月16日 ★北日本新聞
2月16日

現代ビジネス(講談
社)

2月16日 官庁通信社
2月17日 中日新聞
2月17日 中京テレビ
2月17日

livedoor ニュース
(LINE)

2月18日 中日新聞
2月18日 中日新聞
2月18日 中日新聞（知多）
2月18日

現代ビジネス(講談
社)

2月18日 財経新聞
2月18日

掲載者
附属高校

大学推薦枠を大幅増
他人に自分の頭を乗っ取られる人が増加！？ 池上彰氏の「考える」コ
池上彰教授
ツ
【名城大】伊藤俊一教授の著書『荘園』が新書大賞で第３位に
【宇宙飛行士試験 セミファイナリスト座談会】（上） 宇宙への夢 思い
出のあとさき
【チャント！】お弟子さんは“日本酒好き”大卒23歳女性 廃業を覚悟した
“老舗酒造の跡継ぎ”に 師匠と二人三脚で酒造りに初挑戦 愛知・愛
西市
広島・栗林良吏が現役引退したトヨタの先輩、細山田に感謝「出会えて
良かった」「感謝しかない」
【宇宙飛行士試験 セミファイナリスト座談会】（下） 熱く迷わず宇宙に
チャレンジを
【Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ Ｉｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 教育に新聞を ２０２１年度「新聞切り
抜き作品」「子どもと先生の新聞」コンクール】切り抜き作品 入賞者の皆
さん

人間学部：伊藤俊一教授
理工学部：藤井幸泰准教授
卒業生：後藤実和さん
卒業生：栗林良吏さん
理工学部：藤井幸泰准教授
附属高校

どぶろく研究大会 オンラインで配信 大府、コロナで1年延期

農学部：加藤雅士教授

対話こそあなたの「思考力」を鍛える！その方法を池上彰に聞く

池上彰教授

手軽に動きを確認しながら学べる！ 『ＪａｖａＳｃｒｉｐｔによるアルゴリズム
理工学部：山本 修身教授
入門』発行

goo ニュース(NTTレ
田中精密工業社長に田中英一郎氏、１４年ぶり創業家トップ
ゾナント)

卒業生：田中英一郎さん

2月19日 日本経済新聞

【新社長】◇田中精密工業 田中英一郎氏

卒業生：田中英一郎さん

2月19日 読売新聞

【日本酒探Q】お酒が主食の「夢の生活」

農学部：加藤雅士教授

【社会人野球】ヤマハ・中田悠斗“社会人デビュー”１安打「いいスイング
硬式野球部
ができた」
ヤマハ今季初の対外試合でルーキー中田悠斗がデビュー打「フル出場
2月19日 dニュース(NTTドコモ)
硬式野球部
でき結果も残せてうれしい」
2月19日

livedoor ニュース
(LINE)

2月20日 中日新聞

冬季国体

附属高校

2月20日 毎日新聞

【池上彰のこれ聞いていいですか？】若者の政治離れ 変えたくて

池上彰教授

2月21日 日本経済新聞
2月21日 中日新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】294 仕事を選ぶには 夢やあこが
池上彰教授
れも働く力に
２０２２年愛知連盟１部リーグ注目選手紹介 後編 プロ注目の打てる捕 経営学部3年：野口泰司さん、硬式
手！名城大 野口泰司～悔しさを忘れない～
野球部：山内壮馬コーチ

2月22日 中日新聞

【ＮＩＥ 教育に新聞を】新聞切り抜きコンクール 受賞者紹介（下）

附属高校

2月22日 中日新聞

カネソウ社長豊田氏が昇格

卒業生：豊田悟志さん

2月22日 日本経済新聞

【新社長】◇カネソウ 豊田悟志氏

卒業生：豊田悟志さん

2月22日 メ～テレ

【アップ！】「２」に愛されすぎた大学生 2月22日は“22歳”の誕生日

農学部3年：服部真季さん

2月22日 鉄鋼新聞

カネソウ社長に豊田常務

卒業生：豊田悟志さん

2月22日 ノアドット

米大リーグの懸念は「ウクライナ問題」より物価上昇 娯楽費や遊興費
の見直しも…（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

2月22日 WEB産業新聞

カネソウ社長に豊田常務昇格

卒業生：豊田悟志さん

2月23日 中日新聞

栗林も初の実戦9球で1回零封

卒業生：栗林良吏さん

2月23日 読売新聞

【新社長】■カネソウ 豊田悟志氏

卒業生：豊田悟志さん

2月23日 中日スポーツ

2年目ジンクス心配無用 栗林制球進化ゼロ封

卒業生：栗林良吏さん

2月23日

JPubb(レッドクルー
ズ)

拓殖大学と就職支援協定を締結します！
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メディアで見る名城大学（2022年2月）
日付

メディア
見出し・番組名など
掲載者
goo ニュース(NTTレ 広島栗林良吏「４球種の底上げと制球力」２年目の「進化論」語った／単
2月23日
卒業生：栗林良吏さん
ゾナント)
独インタビュー
2月24日 日本経済新聞
2月24日

note TBS陸上【公
式】

goo ニュース(NTTレ
ゾナント)
ニュースイッチ(日刊
2月25日
工業新聞社)
月陸Online(陸上競技
2月25日
社)
月陸Online(陸上競技
2月25日
社)
2月24日

2月25日 Yahoo!ニュース

大学改革シンポジウム「ポストコロナの学び舎づくり」

池上彰教授

【日本選手権クロスカントリー2022プレビュー②女子展望】

女子駅伝部：米田勝朗監督、外国
語学部3年：小林成美さん、卒業生：
加世田梨花さん

世界陸上、パリ五輪を見据えるランナーたちが過酷なレースで激突！＜
外国語学部3年：小林成美さん
クロスカントリー日本選手権＞
【キーワード・３０秒解説】カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）

飯島澄男終身教授

「良いスタートを切りたい」三浦龍司、坂東悠汰、松枝博輝、小林成美が
外国語学部3年：小林成美さん
意気込み／日本選手権クロカン前日会見
日本選手権クロカンの欠場者が発表 田中希実、相澤晃、酒井美玖、丹
法学部2年：増渕祐香さん
所健ら
東京五輪３０００ｍ障害７位、前回王者の三浦龍司「良い弾みつけたい」
外国語学部3年：小林成美さん
クロスカントリー日本選手権前日会見

2月25日 スポニチ

三浦龍司、クロカン日本選手権連覇の誓い「昨年よりいい走りを」

外国語学部3年：小林成美さん

2月26日 朝日新聞

【オーサー・ビジット作家が教室へ！】可能性にワクワク

池上彰教授

2月26日 中日新聞

不用品をアップサイクル「かっこいい」名城大で学生団体が魅力紹介

トップリーフ、経営学部3年：大嶺光
輝さん

2月26日 日本経済新聞

叙位（25日）

卒業生：北山順一さん

2月26日 読売新聞

【日本酒探Q】米、酵母、オール名古屋

農学部3年：野添春花さん、同2年：
川嶋隆之介さん、牟田晃子さん、中
根姫杏さん、加藤鼓雪さん、原崎茜
蓮さん、同1年：川島簾さん、近藤翼
さん

2月26日 読売新聞（富山）

田中精密工業 社長に田中氏 ４月就任

卒業生：田中英一郎さん

2月26日 CBC

クロスカントリー日本選手権【陸上界゛最強゛は⁉】

女子駅伝部、外国語学部3年：小林
成美さん、人間学部３年：山本有真
さん、法学部３年：荒井優奈さん、人
間学部1年：谷本七星さん

2月26日 NHK

【東海3県のニュース】SDGs古着リメークで新たな価値創出

トップリーフ、経営学部3年：大嶺光
輝さん

月陸Online(陸上競技
社)
月陸Online(陸上競技
2月26日
社)
2月26日

2月26日
2月26日
2月26日
2月26日

東京五輪代表・松枝博輝が終盤抜け出し初優勝！ 女子は名城大の小
林成美がＶ／日本選手権クロカン
名城大・小林成美が“同級生”に続く大会制覇！「最後は出し切ろうと
思って走りました」／日本選手権クロカン
シニア女子は最後に大逆転！名城大エース小林がデッドヒートを征す！
Yahoo!ニュース
～クロスカントリー日本選手権～
【陸上】東京五輪代表・松枝博輝が終盤抜け出し初優勝！ 女子は名城
Yahoo!ニュース
大の小林成美がＶ／日本選手権クロカン
goo ニュース(NTTレ 小林成美Ｖ「ラストしっかり走りきろうと」猿見田裕香とのマッチレース制
ゾナント)
す クロカン日本選手権
@T COM
NEWS(TOKAIコミュニ シニア男子は松枝博輝、女子は小林成美が初優勝 福岡クロカン
ケーションズ)

2月26日 時事ドットコム

外国語学部3年：小林成美さん
外国語学部3年：小林成美さん
外国語学部3年：小林成美さん
外国語学部3年：小林成美さん
外国語学部3年：小林成美さん
外国語学部3年：小林成美さん

松枝、小林が優勝 クロカン日本選手権

外国語学部3年：小林成美さん

小林成美が初優勝 日本選手権クロスカントリー

外国語学部3年：小林成美さん

2月26日 Yahoo!ニュース

筑紫女学園の松本が女子Ｕ２０で２位 日本選手権クロスカントリー

外国語学部3年：小林成美さん

2月26日 時事ドットコム

意地を見せた小林 クロカン日本選手権

外国語学部3年：小林成美さん

2月27日 朝日新聞

松枝初Ｖ 女子は小林 陸上・クロカン日本選手権 ２６日

外国語学部3年：小林成美さん

2月27日 中日新聞

【sports愛知】◇県高校新人体育柔道（11日）

附属高校

2月26日

2月27日

livedoor ニュース
(LINE)

中日新聞（尾近知総
サロン縁側設計 学生コンペ 東浦 六角形のデザイン採用
合）

2月27日 中日スポーツ

陸上 松枝が１０キロ優勝 クロカン日本選手権
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建築学科3年：神谷尚輝さん、西本
帆乃加さん、羽場駿也さん
外国語学部3年：小林成美さん

メディアで見る名城大学（2022年2月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

2月27日 読売新聞

松枝、小林がV

外国語学部3年：小林成美さん

2月27日 毎日新聞

陸上クロスカントリー 日本選手権 シニア男子、松枝初Ｖ 女子は小林 外国語学部3年：小林成美さん

SPORTS BULL(運動 東京五輪で予選敗退の松枝博輝 コースアウトめげず雪辱Ｖ 日本選
通信社)
手権クロスカントリー
livedoor ニュース
2月27日
陸上日本クロカンで筑紫女学園高・松本がＵ２０女子２位
(LINE)
クロカン日本選手権 松枝博輝がシニア男子１０キロで初優勝 三浦龍
2月27日 スポニチ
司は体調不良のため欠場
【陸上】高校記録への登竜門となっているＵ２０クロカン、石田、佐藤に続
2月27日 グノシー
き吉岡大翔が２年生優勝
池上彰氏 ウクライナ国旗の“黄色”＆日本への打撃を解説「本当に人
2月27日 スポニチ
ごとではない」
2月27日

外国語学部3年：小林成美さん
外国語学部3年：小林成美さん
外国語学部3年：小林成美さん
外国語学部3年：小林成美さん
池上彰教授

2月28日 中日新聞

栗林 盤石の投球

卒業生：栗林良吏さん

2月28日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】295 国際情勢の読み方

池上彰教授

2月28日

みんゆうNet(福島民
羽ばたく県内アスリート 陸上山口は早大、バド武井はＮＴＴ東
友新聞社)

2月28日 佐賀新聞LiVE

上田（ひらまつ病院）２０位 日本選手権クロスカントリー
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入学予定者：大河原萌花さん
外国語学部3年：小林成美さん

