2022/4/4
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3月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

3月1日 中日新聞

学生考案バッグ 呼び物に ゆとりーとラインスタンプラリー

経営学部3年：松本歩弓さん

3月1日 中日新聞

県産CO₂フリー電気 地元法人向けに供給

卒業生：大沢和宏さん

3月1日 中日新聞

【医人伝】薬剤師 滝藤重道さん

卒業生：滝藤重道さん

3月1日 日本経済新聞

【新社長】◇サンテレホン 鈴木健一氏

卒業生：鈴木健一さん

3月1日 財経新聞

（株）コミュニティネットワークセンターと中部学生ｅ－Ｓｐｏｒｔｓ協会が連携
中部学生C-sea
協定を締結

3月1日 Peachy(LINE)

子供の「飛び級制度」は日本で受け入れられる！？

3月1日 グノシー
3月1日 中日新聞
3月1日 PRESIDENT Online
3月1日

JPubb(レッドクルー
ズ)

ナゴヤドーム内・周辺の食事１１選！ご当地グルメが味わえるお店も紹
介
２０２２年愛知連盟１部リーグ注目選手紹介 完結編～この４年生たち
人間学部3年：真田拓さん
が名城大・愛工大・愛産大・東学大の命運を握る！～
［スローニュース株式会社］ ＳｌｏｗＮｅｗｓ、ウクライナ問題で次々とス
クープを放つ調査報道グループ「べリングキャット」と独占契約、アジアで 池上彰教授
初の記事配信をスタート
ムーンショット型研究開発事業のプロジェクトマネージャー追加公募につ
理工学部：福田敏男教授
いて

3月2日 中部経済新聞

【オープンカレッジ】タイの精霊ピーと悪霊ナンナーク

外国語学部：津村文彦教授

3月2日 薬事日報

【２５日から薬学会年会】仮想空間、アバターで会話‐ポスター発表に新
薬学部：森裕二教授
たな試み

3月2日 エキサイトニュース

仙台育英・米沢奈々香 宮城で大きく成長、次のステージへ

入学予定者：米沢奈々香さん

3月2日 エキサイトニュース

静岡県出身の高校生ナンバー１ランナー・米沢奈々香インタビュー

入学予定者：米沢奈々香さん

SANSPO.COM(産経
ノーベル賞受賞者がロシア非難「戦争は不当、残虐で無益だ」
デジタル)
ノーベル賞受賞者１６０人以上、ウクライナ侵攻を連名で非難…「不当で
3月2日 BIGLOBE ニュース
何も生み出さない」
デイリースポーツ
3月2日
ノーベル賞受賞者ら、ロシア非難軍事侵攻は「不当で無益」
online
大学生と中学生 80キロ超え続く学び 名城大と長野・南木曽 オンライ
3月3日 朝日新聞
ン授業

野依良治客員教授、天野浩特別栄
誉教授
野依良治客員教授、天野浩特別栄
誉教授
野依良治客員教授、天野浩特別栄
誉教授

3月3日 NHK

理工学部：都竹愛一郎教授

3月2日

【ニュースシブ5時】NHK放送文化賞に6人 都竹愛一郎さん

名城大・小林成美新主将がクロカン初Ｖ ラストイヤーは世界選手権も
駅伝もマラソンも
社会課題の解決策を生み出すために、オープンイノベーション型の事業
3月3日 財経新聞
開発および新規事業のインキュベーションを組織的に推進
goo ニュース(NTTレ 笑顔のＭＬＢ開幕延期会見で大炎上…“舌禍癖”マンフレッド・コミッショ
3月3日
ゾナント)
ナーの正体
美輪明宏、ピーター・バラカン氏、増田明美さんらＮＨＫ放送文化賞を受
3月3日 @niftyニュース
賞
goo ニュース(NTTレ ＮＨＫ「放送文化賞」に歌手、演出家の美輪明宏、元女子マラソン選手の
3月3日
ゾナント)
増田明美さんら６人決定
livedoor ニュース
美輪明宏 日本放送協会放送文化賞を受賞 「花子とアン」「義経」など
3月3日
(LINE)
多彩な活躍
パナソニック、スポーツチームと連携し地域貢献を目指す取り組みを開
3月3日 BIGLOBE ニュース
始
イザ！(産経デジタ
3月3日
美輪明宏さんらにＮＨＫ放送文化賞
ル)
JPubb(レッドクルー
3月3日
カーボンニュートラルな都市ガスの供給について
ズ)
3月3日 4years.(朝日新聞社)

3月4日 朝日新聞

■三輪明宏さんら放送文化賞

外国語学部3年：小林成美さん
社会連携センターPLAT
外国語学部：鈴村裕輔准教授
理工学部：都築愛一郎教授
理工学部：都築愛一郎教授
理工学部：都築愛一郎教授
社会連携センターPLAT
理工学部：都築愛一郎教授

理工学部：都竹愛一郎教授
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メディアで見る名城大学（2022年3月）
日付

メディア
月バス.com(日本文
3月4日
化出版)

見出し・番組名など
掲載者
《進路情報》２０２１年度全国大会出場選手の進路一覧 ～北信越・東海
入学予定者：柴田愛都さん
～
名城大学理工学部の都竹愛一郎教授（通信工学、放送工学）が日本放
大学プレスセンター
3月4日
送協会 放送文化賞を受賞～地上デジタルなど放送技術の高度化に尽 理工学部：都築愛一郎教授
(大学通信)
力～
しんぶん赤旗(日本共
野依良治客員教授、天野浩特別栄
3月4日
ノーベル受賞者１６５人書簡
産党中央委員会)
誉教授
陸上への「引き金」に 渡辺さん（藤枝明誠高出）ら、長距離記録会立ち
3月4日 あなたの静岡新聞
理工学部4年：鴨志田海来さん
上げ
八事裏山フォーク・オーケストラ、７２年発売の唯一のアルバムがボーナ
3月4日 CDJournal
八事裏山フォーク・オーケストラ
ス・トラック７曲を加え復刻初ＣＤ化
ロシアの武力侵攻は「不当、残虐で無益」とノーベル賞受賞者 日本関 野依良治客員教授、天野浩特別栄
3月4日 Yahoo!ニュース
係の９人含む約１６０人が抗議声明
誉教授
3月5日 読売新聞

【日本酒探Ｑ】どぶろくに健康効果

農学部：加藤雅士教授

3月5日 読売新聞

福井氏と張市 赤﨑賞で表彰 名大

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

3月5日 ＮＨＫ

【チコちゃんに叱られる】野球のストライクってなに？

外国語学部：鈴村裕輔准教授

livedoor ニュース
(LINE)
livedoor ニュース
3月5日
(LINE)

【社会人野球】ヤマハ・村木文哉投手「ポジティブに」フル回転だ…あす６
日ＪＡＢＡ東京大会初戦
ノーベル賞受賞者、１７０人以上が連名で「プーチン氏らが始めた戦争
は不当で残虐」
ゲームクリエーター日本一などスゴ腕高校生トリオを紹介！トップクラス
の技術者たちが通う、名古屋市『愛知総合工科高校』にパンサー向井が
潜入！
ＳＭＢＣ日興証券事件、「空売り」と「買い支え」の対立が背景か～「違法
安定操作」での摘発への疑問

3月5日

3月5日 Yahoo!ニュース
3月5日 Yahoo!ニュース

硬式野球部
野依良治客員教授、天野浩特別栄
誉教授
愛知総合工科
元教職員：郷原信郎さん

3月6日 中日新聞

劇の世界に入ったよ 遊びや体験東区で「子どもの未来フェス」

3月6日 中日新聞

有機化学 発展に貢献 名古屋メダル 米の教授らに授与

野依良治客員教授

3月6日 Yahoo!ニュース

クロカン初Ｖの名城大・小林成美新主将、世界選手権の後には後輩の
ために駅伝連覇を

外国語学部3年：小林成美さん

3月7日 日本経済新聞

【チーム池上が行く！】立命館大の就活支援

池上彰教授

3月7日 Yahoo!ニュース

３月の内定辞退に怯える採用担当者の心境とは

名城大学「Bridge」スーパーバイ
ザー：佐藤裕さん

3月7日 教育家庭新聞
3月7日

NEWSポストセブン
(小学館)

3月7日 エキサイトニュース
3月7日 毎日新聞
3月8日 朝日新聞（京都）
3月8日 中日新聞

持続可能な“運用”が“活用”を日常化・発展させる 校内フリースクール
の試みを開始＜岡崎市教育委員会教育政策課ＧＩＧＡスクール戦略係
長・川本祐二氏＞
【池上彰×横田増生対談】トランプ氏、ウクライナ侵攻の間隙を縫い存在
感増す
ロシアの若い世代は何を思う？ アエラが「ウクライナとロシアの現実」
を特集
（株）ナチュラニクスとの業務提携および転換社債型新株予約権付社債
の引受に関するお知らせ（ＰＲ ＴＩＭＥＳ）
AIロボは孫悟空のきんと雲 福田・名大名誉教授、木津川で講演/京都
府
東日本大震災11年 瀬戸から移住植樹目標達成は50年先 警鐘と希望
の花は咲く

吉野彰終身教授・特別栄誉教授
池上彰教授
池上彰教授
天野浩特別栄誉教授
理工学部：福田敏男教授
卒業生：太田海さん

3月8日 CBC

【チャント！】名商と名城大 強みを生かして

立花貞司理事長、小原章裕学長

3月8日 東海テレビ

【ニュースOne】人材育成など連携 商工会議所×名城大

立花貞司理事長、小原章裕学長

3月8日
3月8日
3月8日
3月8日
3月9日

【浜松西高校】華麗なる卒業生人脈！ノーベル賞受賞の天野浩、フジヤ
ダイヤモンドオンライ
マのトビウオ、スズキ社長、ホンダ元社長、ヤマハ元社長、元警察庁長
ン
官…
労使対立の激化は米球界の終わりの始まり 動画配信の一般化で視聴
ノアドット
者は奪い合いの状況（鈴村裕輔）
livedoor ニュース
学生向けの起業セミナーも予定…名古屋商工会議所が名城大学と連
(LINE)
携協定 人材の育成や地域経済の発展等目指す
ねとらぼ(アイティメ １０年前の新入社員が選んだ「理想の男性上司」ＴＯＰ２０！ １位は「池
ディア)
上彰」さん！
名古屋・栄 中日文化センター 春の新講座(下) その他の新講座 【荘
中日新聞
園への招待－日本中世史の核心に迫る】

3月9日 中部経済新聞

経済発展や人材育成連携 名商と名城大が包括協定
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天野浩特別栄誉教授
外国語学部：鈴村裕輔准教授
立花貞司理事長
池上彰教授
人間学部：伊藤俊一教授
立花貞司理事長

メディアで見る名城大学（2022年3月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

3月9日 読売新聞

名商・名城大 包括協定 まちづくりや就職支援協力

3月9日 建設通信新聞

名城大学 天白に全学共用棟など 2棟1.7万㎡25年7月完成

★Web Sportiva Love
Sports
NEWSポストセブン
3月9日
(小学館)

なぜ９イニング制？ コーチャーズボックスの意外な起源は？ など。つい
外国語学部：鈴村裕輔准教授
話したくなる野球豆知識５選
池上彰氏が予測「２０２４年にシンゾー・ドナルドのタッグ復活する可能
池上彰教授
性」

3月9日 建通新聞

名城大学 天白ＣＰの新棟 ５月に入札公告

3月9日

3月9日

大学プレスセンター
(大学通信)

3月9日 朝日新聞デジタル

立花貞司理事長

名城大学と名古屋商工会議所が連携・協力に関する包括協定を締結～
商工会議所とは初めて～
交際相手は「県外への転勤がない人」 強い地元志向は誰の影響？

3月10日 中日新聞

◇中日書きぞめ展入賞者

附属高校

3月10日 毎日新聞

名古屋商工会議所と名城大包括協定

立花貞司理事長

3月10日 タウンニュース

県宅建協会４支部 池上氏講演 盛況に Ｗｅｂ 約千人参加

池上彰教授

3月10日

JPubb(レッドクルー
ズ)

3月10日 日本経済新聞

「ソフトピアジャパン・アカデミア・ピッチ～産学官連携拠点としてのソフト
情報工学部教授（名前なし）
ピアジャパンセンター～」を開催します
名城大と名商、スタートアップ育成で協力

朝日カルチャーセンター ◆入門日本仏教史～武士ゆかりの寺社から
齋藤滋非常勤講師
たどる
ドラフト候補の慶大・下山悠介が帰京後初ＯＰ戦で豪快ソロ弾「冬に取り
3月11日 dニュース(NTTドコモ)
経営学部3年：野口泰司さん
組んできたことができた」
大学で開花女子駅伝の新星1年生 名城大 谷本七星選手 全日本・全
3月12日 朝日新聞
人間学部1年：谷本七星さん
日本選抜で区間賞
3月11日 朝日新聞

3月12日 朝日新聞

訃報：竹内敏信さん

卒業生：竹内敏信さん

3月12日 グノシー

本戦がスタート、女子シングルス１回戦が終了 ［Ｒ３東海学生新進戦］

経営学部2年加藤和さん、法学部2
年：鷲巣星哉さん

3月12日 文藝春秋digital

池上彰×石川禎浩「毛沢東と習近平」驕れる中国とつきあう法

池上彰教授

鈴木優花（大東大４年）が名古屋ウィメンズマラソンで挑戦する学生記録
更新とプラスアルファ
ＭＬＢ労使交渉で突如浮上 「国際ドラフト」の中身と選手会が猛反発す
3月13日 msnニュース
る真相
ＭＬＢイメージダウンで集客苦戦は確実 大谷翔平リアル二刀流“全開”
3月13日 msnニュース
でもファンはソッポ
野村沙世が初の地元大会で”恩返しラン”「幸せな気分で走ることができ
3月13日 dニュース(NTTドコモ)
た」【名古屋ウィメンズマラソン】
47NEWS(全国新聞 東北の有力スポーツ選手の進路は… 高校、大学を今春卒業、次のス
3月14日
ネット)
テージへ
マイベストプロ
中高年のための生き方名言５３２ なんのために学ぶのか 池上彰（元
3月14日 JAPAN(ファーストブ ＮＨＫ記者／名城大学教授）の言葉 －勉強が好きじゃなくてもいい お
ランド)
もしろいことが一つあればいい－
3月12日 Yahoo!ニュース

卒業生：加世田梨花さん
外国語学部：鈴村裕輔准教授
外国語学部：鈴村裕輔准教授
卒業生：野村沙世さん
入学予定者：米沢奈々香さん、大河
原萌花さん
池上彰教授

CAPA CAMERA
3月14日 WEB(ワン・パブリッシ 風景写真の巨匠・竹内敏信さんが逝去
ング)

卒業生：竹内敏信さん

3月15日 中日新聞（岐阜）

安藤選手 快走に沸く ウィメンズ3位母校で後援会観戦

法学部4年：井上葉南さん

3月15日 中部経済新聞

【ひと言】名商との連携・協力に意欲

立花貞司理事長

Walkerplus(ＫＡＤＯＫ 【第１回マルシェと地酒の集い＆醗酵物語】３／１９（土）愛知県安城市で
農学部：加藤雅士教授
ＡＷＡ)
リアル＆オンライン開催！
オンラインで海外研修を実施する 名城大学「国際フィールドワークⅡ
3月16日 教育学術新聞
外国語学部：津村文彦教授
（非英語圏）」
3月15日

3月16日 中日新聞（岐阜）

ぎふ経済 県内外の大学、企業 DXの取り組み発表

3月16日 中日スポーツ

愛知大学野球 ４・９開幕

硬式野球部

3月16日 日本経済新聞

イノベーションの新拠点 仙台に

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

池上彰がＮＨＫを辞めてフリーランスになったワケ～挫折からの決断

池上彰教授

3月16日

現代ビジネス(講談
社)
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メディアで見る名城大学（2022年3月）
日付

メディア

見出し・番組名など

3月17日 中日新聞

【全面広告】 卒業お祝いメッセージ 蕾よ開け。風に乗れ。

3月17日 中日新聞（尾張）

東日本大震災１１年 頑丈！手軽！コンテナの耐震シェルター

現代ビジネス(講談
社)
Jタウンネット(ジェイ・
3月17日
キャスト)
大学プレスセンター
3月17日
(大学通信)
3月17日

新社会人へ池上彰から言えること「斜め上の関係を築け」

掲載者

池上彰教授

紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店にて愛知学院大学とともに池上彰
池上彰教授
先生によるイベントを開催
名城大学 卒業生に新聞広告と特設サイトでエール

3月18日 中部経済新聞

【オープンカレッジ】イノベーション 融合研究で起こす

理工学部：熊谷慎也教授

3月18日 NHK

【ニュース】美輪明宏さん 増田明美さんなど6人に放送文化賞贈呈

理工学部：都築愛一郎教授

【ＪＨＬ】２０２２－２３シーズンの選手・スタッフ動向

卒業生：山崎佑真さん

HandBall(スポーツイ
ベント)
月陸Online(陸上競技
3月18日
社)
ダイヤモンドオンライ
3月18日
ン
現代ビジネス(講談
3月18日
社)
3月18日

3月18日 建通新聞
3月18日 @niftyニュース
3月19日 中日新聞（可児）

国立競技場開催の日本選手権１００００ｍ有観客で開催予定 ３月１９日
外国語学部3年：小林成美さん
より先行販売スタート
東海３県「難関大学の合格者数が多い」高校ランキング【８７校】首位は
旭丘？東海？
池上彰が語る、「壁の向こうへ行ける」人の共通項

池上彰教授

造成・土工事 名古屋市
美輪明宏ら放送文化賞受賞 ＮＨＫの思い出明かしつつ「とても幸せ」と
理工学部：都竹愛一郎教授
感謝
いいネ！岐阜 里山クラブ可児 日本自然保護大賞・教育普及部門「我
都市情報学部3年：稲垣さやかさん
田の森」整備２０年 大賞に 大学や行政、企業と多彩な活動

3月19日 読売新聞

【日本酒探Ｑ】銘柄伏せ吟味丸１日

ダイヤモンドオンライ
ン
livedoor ニュース
3月19日
(LINE)
ジュニアサッカー
3月19日 NEWS(グリーンカー
ド)

東海３県「主要大学の合格者が増えた」高校ランキング【８１校】瑞陵と
向陽が大躍進
広島東洋カープ・栗林良吏「オーラに負けてしまった」対戦して“すご
い！”と感じた選手とは？
２０２２年度 第６１回 ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦 １部・２部
リーグ表掲載！４／２開幕！

蹴球部

3月20日 毎日新聞

【池上彰のこれ聞いていいですか？】「皆ついてこい」難しい

池上彰教授

3月20日 エキサイトニュース

【愛知学生サッカー選手権大会２回戦】まもなく開始！名古屋学院ｖｓ名
蹴球部
城

3月20日 エキサイトニュース

【速報中】名古屋学院ｖｓ名城は、名城が１点リードで前半を折り返す

3月20日 ノアドット

【愛知学生サッカー選手権大会２回戦】名城が攻防の末、名古屋学院か
蹴球部
ら逃げ切る

3月21日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】296 ウクライナ危機歴史に学ぶ

3月19日

3月21日

高校野球ドットコム
(WoodStock)

農学部：加藤雅士教授

卒業生：栗林良吏さん

蹴球部

池上彰教授

東邦、中京大中京、享栄が連勝！春の愛知地区予選＜２１日の試合＞ 附属高校

3月22日 中日新聞

◇県高校優勝野球大会名古屋地区１次予選（21日）

附属高校

3月22日 中日新聞

全国高校選抜大会 ◇柔道第1日（20日）

附属高校

3月22日 ORICON STYLE
3月22日 エキサイトニュース
3月22日 エキサイトニュース
3月22日 エキサイトニュース
3月22日 日本経済新聞
3月22日

livedoor ニュース
(LINE)

3月22日 ノアドット

池上彰氏「ウクライナ危機は半年以上続く」と危惧、今こそ地政学が欠
かせない理由
【愛知学生サッカー選手権大会３回戦】まもなく開始！名城ｖｓ名古屋産
業
【速報中】名城ｖｓ名古屋産業は、名古屋産業が２点リードで前半を折り
返す
【愛知学生サッカー選手権大会３回戦】名古屋産業が攻防の末、名城か
ら逃げ切る
池上彰さんらＴｈｉｎｋ！エキスパート直伝 ２０－３０代のためのニュース
活用術
池上彰、１８歳成年の時代に伝えたい「お金の基本」
２０２２年度入試概況、共通テストの平均点はダウンするも受験生は強
気の出願
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池上彰教授
蹴球部
蹴球部
蹴球部
池上彰教授
池上彰教授

メディアで見る名城大学（2022年3月）
日付

メディア

見出し・番組名など

3月23日 中日新聞

災害 備えの大切さ実感 陸前高田に派遣 大学生消防団が報告会

3月23日 中日新聞（夕刊）

飛び入学者に高卒資格

3月23日 薬事日報
3月23日 薬事日報
3月23日 Yahoo!ニュース
3月23日

大学プレスセンター
(大学通信)

3月23日 薬事日報
SciencePortal(科学
技術振興機構)
JPubb(レッドクルー
3月23日
ズ)
JPubb(レッドクルー
3月23日
ズ)
マチパブ(レッドク
3月23日
ルーズ)
3月23日

掲載者
法学部3年：北村龍哉さん

【日本薬学会第１４２年会】シンポジウムの概要 有機合成化学の若い
薬学部：坂井健男准教授
力：有機合成化学のニューノーマル時代を切り拓く
【日本薬学会第１４２年会】シンポジウムの概要 物理系薬学部会シンポ
薬学部：小田彰史教授
ジウム‐若い力で推進する物理系薬学
池上彰＆増田ユリヤ 死にたくなるほどの孤独と向き合う

池上彰教授

名城大学 起業活動拠点ものづくりスペース オープン記念フォーラム
開催
【日本薬学会第１４２年会】創薬イノベーションが切り拓く新時代の医療‐ 薬学部：森裕二教授、原脩教授、小
２５～２８日、オンラインで開催
田彰史教授、神野透人教授
《ＪＳＴ主催》若い力による意欲的な研究開発、新たな社会構築に不可欠
天野浩特別栄誉教授
＜総括 ミレニア＞
「あいちＩＴＳ大学セミナー」の開催大学・高等専門学校を募集します ～
自動運転を含むＩＴＳ分野の人材育成を促進します～
２０２１年度「生物多様性とＳＤＧｓ ユース会議」を開催しました！
第３回逢初川土石流災害に係る行政対応検証委員会の開催

理工学部：小髙猛司教授

3月23日 Yahoo!ニュース

愛工大名電が圧勝で１次リーグ１位通過！春の愛知地区１次予選＜２３
附属高校
日の試合＞

3月24日 中日新聞

◇県高校優勝野球大会名古屋地区１次予選（23日）

附属高校

3月24日 中日新聞

多世代交流 縁側から 名城大生デザイン

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

3月24日 中日新聞

【全国高校選抜大会】◇体操（22日）

附属高校

3月24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

3月24日 中日新聞（知多）

半田・亀崎地区で研究 大学生7人活動報告

理工学部：生田京子教授、ゼミ生

ダイヤモンドオンライ 【池上彰氏が５分で解説（１）】ウクライナを侵攻したロシアはこんなに「臆
池上彰教授
ン
病」だ
「この靴なら疲れません」と「疲れるのは靴があっていないから」、消費者
3月24日 PRESIDENT Online に刺さるコピーはどっち？ 池上彰さんが解説する「行動経済学」のエッ 池上彰教授
センス
アメーバニュース(サ
3月24日
薬剤師国家試験２０２２、合格率１位は「金沢大学」９５％
イバーエージェント)
くすりホットニュース
3月24日
合格率は６８．０２％ 第１０７回薬剤師国家試験合格発表 厚生労働省
(育星会)
3月24日

3月25日 朝日新聞（広島）

2年目も失敗しない 栗林良吏投手

卒業生：栗林良吏さん

3月25日 中日新聞

名商と名城大 包括協定締結

立花貞司理事長

3月25日 中日新聞（知多）

知的障がいある人も暮らせる地域にしよう

経済学部2年：水野さくらさん

3月25日 NHK BS1

「変異株を検出せよ！～日本のPCR検査最前線～」

薬学部：神野透人教授

日本食糧新聞・電子
版
Medery. Caharacter’
3月25日
s(ぴあ)

“骨の健康”～新時代を拓く～雪印メグミルク「ＭＢＰ」の挑戦（４）骨質改
女子駅伝部、米田勝朗監督
善で女性アスリート支援
【日本初！】国内４つのｅスポーツ学生団体が集う企画の第一弾が決
中部学生e-sports協会
定！！「ＡＰＥＸ ＬＥＧＥＮＤＳ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥＲＳ ＣＵＰ」を開催！

3月26日 朝日新聞（長野）

中学生支援 Zoomで授業 名古屋の学生、南木曽の子に

理工学部3年：仙田彩音さん
名城大学「Bridge」スーパーバイ
ザー：佐藤裕さん

TOKYO HEADLINE
WEB
高校野球ドットコム
3月26日
(WoodStock)

日本企業へのサイバー攻撃急増 サイバーセキュリティ人材が圧倒的
に不足する日本の課題とは
池上彰氏『ぼけます』続編「介護はきれいごとばかりではいられないと伝
わる」両親の老いを撮った信友直子監督のプロ根性に感嘆
尾張地区では愛知黎明、誉などが圧勝！春の愛知地区予選＜２６日の
試合＞

3月27日 中日新聞

大学野球 愛知春季Lは来月9日開幕

硬式野球部

3月25日

3月26日 Yahoo!ニュース
3月26日

3月27日

月陸Online(陸上競技 日本学生個人選手権エントリー発表 五輪代表の黒川和樹、５０００ｍ
社)
の不破聖衣来、ルーキー佐藤圭汰ら登録
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池上彰教授
附属高校

外国語学部3年：小林成美さん、入
学予定者：米沢奈々香さん

メディアで見る名城大学（2022年3月）
日付

メディア

3月27日 Yahoo!ニュース

見出し・番組名など
東邦、享栄、中京大中京、愛工大名電の「私学４強」が順当に勝利！春
附属高校
の愛知地区予選＜２７日の試合＞

掲載者

3月28日 中日新聞

保育園児50人にフットサル教室 オーシャンズ

名古屋オーシャンズ

3月28日 中日新聞

◇県高校優勝野球大会名古屋地区2次予選（27日）

附属高校

3月28日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】297 新社会人へのメッセージ 荒
池上彰教授
波は好機 考えで変わる

3月29日 中日新聞

14人に市スポーツ功労賞

3月29日 ノアドット

「大谷ルール」への支持はＭＬＢ労使紛争での“分かりやすい構図”がも
外国語学部：鈴村裕輔准教授
たらした（鈴村裕輔）

goo ニュース(NTTレ
行政の対応、危険認識も「不十分」 熱海の盛り土、第三者委中間報告 理工学部：小高猛司教授
ゾナント)
livedoor ニュース
ＵＮＩＶＡＳ、大学スポーツで活躍した学生を表彰する「ＵＮＩＶＡＳ ＡＷＡＲ
3月29日
(LINE)
ＤＳ ２０２１－２２」最優秀賞を発表
ともに浜松から仙台育英高校に進学 大好きな後輩との絆物語（静岡
3月29日 Yahoo!ニュース
入学予定者：米沢奈々香さん
県）
吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
3月30日 中日新聞
ノーベル賞受賞者も掲載 吉野さんや天野さん
天野浩特別栄誉教授
「ドまんなかジャズフェス」に若者の新風 メイン会場 大学生運営 今年
3月30日 中日新聞（津）
都市情報学部1年：服部奏太郎さん
は５月７日 アイデア練る
3月29日

3月30日 日刊自動車新聞

ダイフクプラスモア、ダイフクの堀場氏が４月１日付で社長に就任

3月30日 奄美新聞

大学生が企画、現地訪問

3月31日

ダイヤモンドオンライ 池上彰が解説！ウクライナ侵攻が半年以上「長期化する」と考える根拠
池上彰教授
ン
【動画】

3月31日 中国新聞デジタル
3月31日

卒業生：堀場義行さん

視標「揺れる欧州安保」 中立かＮＡＴＯ加盟か

ファルマラボ(メディカ
「第１０７回薬剤師国家試験」結果発表について
ルリソース)
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都市情報学部：稲葉千晴教授

