
メディアで見る名城大学（2022年4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

4月1日 中日新聞 広島開幕6連勝 卒業生：栗林良吏さん

4月1日 中日新聞 県高校優勝野球大会名古屋地区決勝トーナメント（31日） 附属高校

4月1日
THE SAKAE TIMES 
vol.03

花の発酵から生まれた「大学発！」の日本酒 農学部：加藤雅士教授

4月1日
ダイヤモンドオンライ
ン

池上彰が解説！プーチンの思考回路は「ロシア革命とレーニン」への恨
みでつかめる【動画】

池上彰教授

4月1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　４月２２日（金）開催　主催：（株）
シーエムシー・リサーチ

元教員：鈴木靖昭さん

4月1日 msnニュース
ゼレンスキー大統領が日本国民に伝えたかったこと　世界各国への演
説を池上彰さんが読み解く

池上彰教授

4月1日 夕刊三重新聞 プロ野球独立リーグへ　元三重高４番・大川選手「最終目標はＮＰＢ」 卒業生：大川陽大さん

4月2日 中国新聞 【識者評論】北欧　伝統の中立政策保てるか 都市情報学部：稲葉千晴教授

4月2日 読売新聞 【キャンパス発　名城大・日本酒研究会】二木酒造

農学部：加藤雅士教授、農学部4
年：小堀愛佳さん、同3年：川嶋隆之
介さん、牟田晃子さん、中根姫杏さ
ん、原崎茜蓮さん、加藤鼓雪さん

4月2日
ダイヤモンドオンライ
ン

池上彰が解説！中国の野望は「明時代の栄光よ再び」、世界中で新帝
国主義時代へ突入【動画】

池上彰教授

4月2日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１節】まもなく開始！名古屋
商科ｖｓ名城

蹴球部

4月2日 エキサイトニュース
【速報中】名古屋商科ｖｓ名城は、名古屋商科が１点リードで前半を折り
返す

蹴球部

4月2日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１節】名古屋商科が攻防の
末、名城から逃げ切る

蹴球部

4月2日 スポニチ
池上彰氏　中国がロシアに協力できない“知られざる理由”解説「ウクラ
イナを怒らせると困る」

池上彰教授

4月3日 中日新聞 栗林　リード守れず 卒業生：栗林良吏さん

4月3日 中日新聞 【sports愛知】◇県会長杯選手権ウエイトリフティング（19、20日） 附属高校

4月3日 中日スポーツ 栗林　セーブ初失敗 卒業生：栗林良吏さん

4月3日
ダイヤモンドオンライ
ン

池上彰が解説！日本の核保有議論には「リアリティ」が欠けている理由 池上彰教授

4月3日
livedoor ニュース
(LINE)

五輪金メダル日体大・入江聖奈ら表彰「ＵＮＩＶＡＳ　ＡＷＡＲＤＳ　２０２１
－２２」　室伏長官「大学スポーツ関係者に敬意」

4月3日 愛媛新聞ONLINE 野球の４番打者、なぜ「よばん」と呼ぶ？（福井新聞） 外国語学部：鈴村裕輔准教授

4月4日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】地域の課題と向き合う 池上彰教授

4月4日 中京テレビ
【キャッチ！】アスリート全力応援　みやぞん男子禁制の女子寮へ　史上
初の全国6連覇に挑む

女子駅伝部

4月5日 朝日新聞 【ＴｈｉｎｋＧｅｎｄｅｒ愛知から】「母親のように」だから地元志向

4月5日 中日新聞
【sports愛知】◇県一般男子２部前期ソフトボール選手権（3月13日、20
日）

ソフトボール部

4月5日 NHK 【まるっと！】大学女子駅伝部と企業が連携 女子駅伝部

4月5日 NHK 【ニュース845東海】大学女子駅伝部と企業が協定 女子駅伝部

4月5日 中京テレビ 【キャッチ！】コメダが異色のコラボ⁉名城大女子駅伝部スポンサーに
外国語学部4年：小林成美さん、女
子駅伝部：米田勝朗監督

4月5日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大女子駅伝部がコメダ珈琲とスポンサー契約締結　地元名古屋の
活性化にも貢献

外国語学部4年：小林成美さん、女
子駅伝部：米田勝朗監督

2022/5/9

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4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

4月5日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学　東京２０２０五輪の表彰台を展示 卒業生：栗林良吏さん

4月5日 msnニュース
中日・根尾らと“同級生”の大学生がついにプロへ　野手は豊作、ドラフト
の目玉は誰だ

硬式野球部、経営学部4年：野口泰
司さん

4月5日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

享栄、中京大中京などの初戦は？春の愛知県大会の組み合わせ決
定！

附属高校

4月6日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校スキー選手権（3月27日まで） 附属高校

4月6日
電気新聞(日本電気
協会新聞部)

中部電力と名城大学／豊かな海回復へ意見交換、産学連携で知見共
有

4月6日
月陸Online(陸上競技
社)

走幅跳に橋岡優輝をはじめ８ｍジャンパーが集結！　田中希実が８０
０、３０００ｍに　木南記念に五輪代表選手が多数出場

人間学部１年：米澤奈々香さん

4月6日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学女子駅伝部と株式会社コメダがスポンサー契約、記者会見で
発表

外国語学部4年：小林成美さん、女
子駅伝部：米田勝朗監督

4月7日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学薬学部特任教授にオリンピック柔道金メダリスト野村忠宏氏・
健康づくりのスペシャリスト佐藤弘道氏　４月１日付で就任

薬学部：梅田孝教授、野村忠宏特
任教授、佐藤弘道特任教授

4月7日 dニュース(NTTドコモ)
【愛知大学野球】プロ注目の名城大・野口泰司捕手　春季リーグ連覇し
全国の舞台でアピールだ

硬式野球部、経営学部4年：野口泰
司さん

4月7日 東洋経済オンライン
池上彰さん解説「ゼレンスキー氏」各国演説の中身　「日本国民に伝え
たかったこと」とは何か？

池上彰教授

4月8日 中日スポーツ 名城大春連覇必ず！　4番野口がけん引…そしてプロへ
硬式野球部、経営学部4年：野口泰
司さん

4月8日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　第６１回　ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦　第２節　４／
９．１０結果速報！

蹴球部

4月9日 朝日新聞 【日本共産党を考える】誤りは認め　今の世を見据えて 池上彰教授

4月9日 中日新聞 【広告】見つける。ひもとく。世界を変える。

4月9日 中日新聞 愛知大学野球　きょう開幕　つかめ春の栄冠 硬式野球部

4月9日 中日新聞 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

4月9日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第２節】まもなく開始！名城ｖｓ
愛知淑徳

蹴球部

4月9日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第２節】名城は愛知淑徳とスコ
アレスドロー

蹴球部

4月9日 スポニチ 名城大が好発進　今秋ドラフト候補の野口「４番捕手」で２安打１打点
硬式野球部、経営学部4年：野口泰
司さん

4月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

『打てる捕手』名城大・野口泰司が打力アピール「４番の仕事がまだでき
ていない」貪欲な姿勢みせる【愛知大学野球春季Ｌ】

硬式野球部、経営学部4年：野口泰
司さん

4月9日 Yahoo!ニュース
中部大春日丘、愛産大三河が快勝、愛知は接戦制す！春の愛知県大
会が開幕＜９日の試合＞

附属高校

4月10日 朝日新聞 警官受験者増へ　知恵 理工学部3年：伊藤光さん

4月10日 朝日新聞 コロナ陽性者で大府が出場辞退 附属高校

4月10日 中日新聞 【大学野球】愛知春季Ｌ開幕　中京大逆転勝ち 硬式野球部

4月10日 中日新聞 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

4月10日 中日新聞 ◇第72回県高校優勝野球大会（9日） 附属高校

4月10日 読売新聞（三河） 高校野球・春季県大会（9日） 附属高校

4月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

プロ注目の名城大・真田拓が好救援　元中日・山内壮馬コーチの助言で
変更のフォームでゼロ封【愛知大学野球】

硬式野球部、人間学部4年：真田拓
さん、山内壮馬コーチ

4月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

池上彰、親が思う”いい会社”が要注意である理由　「１８歳成年時代」に
親も知っておきたい新常識

池上彰教授

4月11日
中日進学ナビ(中日
新聞社)

愛知大学野球　真田が逆転の流れ　名城大連勝！
硬式野球部、人間学部4年：真田拓
さん、山内壮馬コーチ

4月12日 朝日新聞 新顔同士の一騎打ち　北名古屋市長選　告示 卒業生：太田考則さん

4月12日 中日新聞 【大学野球】東海学園大が中京大に勝利　愛知春季L 硬式野球部

4月12日 中日新聞 名城大の特任教授に野村さん、佐藤さん　薬学部で講義も
薬学部：梅田孝教授、野村忠宏特
任教授、佐藤弘道特任教授
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メディアで見る名城大学（2022年4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

4月12日 中日新聞 ◇バドミントン　東海大学選手権入れ替え戦（７日） バドミントン部

4月12日 中日新聞 ◇中部日本学生軟式野球リーグ（9日） 軟式野球部

4月12日 読売新聞 北名古屋市長選に２新人 卒業生：太田考則さん

4月12日
livedoor ニュース
(LINE)

大根１本買うときの意思決定は？　池上彰直伝！　人間の行動心理を
読み解く「行動経済学」をビジネスに生かす方法

池上彰教授

4月12日 ノアドット
大リーグの今後を占う今季の集客力…ＮＢＡとＮＦＬは上回るも環境は依
然として厳しい（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

4月12日
寺子屋朝日(朝日新
聞社)

大学の飛び入学、中退しても高校卒認定可能に　新制度を編集部が解
説

4月13日 中日新聞 「空気」を神秘的な油彩画に　中区で東郷の中谷さんが個展 卒業生：中谷ゆうこさん

4月13日 中日新聞（岐阜） リニア残土置き場協議　フォーラムを御嵩町が設置
理工学部：日比義彦教授、藤井幸
泰教授

4月13日 中日新聞（近郊） 大改修　戦争の名残温存 附属農場

4月13日 日本経済新聞 女子駅伝部のスポンサーに　コメダ、名城大と契約
外国語学部4年：小林成美さん、女
子駅伝部：米田勝朗監督

4月13日 読売新聞（岐阜） 今井・東白川村長　無投票で３選　村議選も無投票 卒業生：今井俊郎さん

4月13日 グノシー
池上彰さんがわかりやすく解説　デマや陰謀論にいちいち左右されない
「思考力」の高め方

池上彰教授

4月14日 中日新聞 海洋の貧栄養化問題　漁業関係者ら考える　中電・名城大が催し

4月14日 中日新聞（近郊）
春日井サボテン　かわいい絵本に　伊勢湾台風に耐え特産化　歴史次
代へ　市観光コンベンション協　発行

小原章裕学長

4月14日 NHK 【まるっと！】自分の町は自分で守る！○○消防団 都市情報学部2年：宮西晃平さん

4月14日
月間陸上競技（5月
号）

名城大には長距離の有力選手が集結

女子駅伝部、法学部1年：原田紗希
さん、大河原萌花さん、明貝菜乃羽
さん、人間学部1年：石松愛朱加さ
ん、柳樂あずみさん、米澤奈々香さ
ん

4月14日
月間陸上競技（5月
号）

廣中、不破、五島、小林が標準突破済み　ハイペースから30分台決着な
るか

外国語学部4年：小林成美さん

4月14日
陸上競技マガジン（5
月号）

小林成美　世界に出るチャンスをつかんで日本代表として戦いたい 外国語学部4年：小林成美さん

4月14日
陸上競技マガジン（5
月号）

名城大　考えて行動する力と周到な準備　史上最強チームで前人未到
のV6へ

女子駅伝部

4月14日
月陸Online(陸上競技
社)

【展望】ユニバ代表懸けた熱戦！兒玉芽生ら東京五輪代表４人の女子
短距離や＆＃２６６２５；田大輝、佐藤圭汰らルーキーに注目／日本学
生個人

外国語学部4年：小林成美さん、法
学部４年：荒井優奈さん、卒業生：
和田有菜さん

4月14日
日刊ゲンダイ
DIGITAL

鈴木誠也と大谷翔平の整理整頓まで「神扱い」の違和感　米国人が“唾
履きゴミベンチ”でもへっちゃらな謎解き

外国語学部：鈴村裕輔准教授

4月15日 NHKラジオ第一 夕刊ゴジらじ 人間学部１年：米澤奈々香さん

4月15日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

男子１５００メートルは飯沢千翔が大会新でＶ　日本学生個人選手権第
１日／陸上

外国語学部4年：小林成美さん

4月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

村竹ラシッド、男子１１０障害制す＝学生陸上 外国語学部4年：小林成美さん

4月15日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

１万メートルの小林成美、想定外でもＶ「自信になった」／陸上 外国語学部4年：小林成美さん

4月16日 朝日新聞 2市長選と2市議選　あす投票 卒業生：太田考則さん

4月16日 中日新聞 【学ぶ磨く　中日文化センター訪問】多様な角度から荘園の実像紹介 人間学部：伊藤俊一教授

4月16日 中日新聞 北名古屋市長選も 卒業生：太田考則さん

4月16日 毎日新聞 2市長選あす投開票　市議選も 卒業生：太田考則さん

4月16日 読売新聞 2市長選あす投票 卒業生：太田考則さん

4月16日 エキサイトニュース
日本学生陸上個人選手権　名城大１年・米沢奈々香、女子１５００Ｍで５
位…静岡・北浜中で全中優勝

人間学部１年：米澤奈々香さん

4月16日 信毎web 長野マラソン　小田切亜希（竹村製作所）　故郷で感謝のラストラン 卒業生：小田切亜希さん
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メディアで見る名城大学（2022年4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

4月16日 エキサイトニュース
日本学生陸上個人選手権　仙台育英高出身、名城大１年・米沢奈々
香、女子１５００Ｍで５位「駅伝の選手として走れるように」

人間学部１年：米澤奈々香さん

4月16日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第３節】まもなく開始！南山ｖｓ
名城

蹴球部

4月16日
SHIKOKUNEWS(四国
新聞社)

陸上　日本学生個人選手権／田中（香川大）が初Ｖ　女子棒高 外国語学部4年：小林成美さん

4月16日
大学プレスセンター
(大学通信)

【共立女子大学・共立女子短期大学】池上彰教授による新入生対象の
「第１回特別講義」を実施

池上彰教授

4月16日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第３節】名城が南山との一進一
退を制す

蹴球部

4月16日 msnニュース
“佐々木朗希世代”の投手は史上最強に？　高卒のプロに加え「アマ球
界」にも逸材ずらり

法学部3年：松本凌人さん

4月17日 毎日新聞
【池上彰のこれ聞いていいですか？】福島　観光で得た学び　カンニング
竹山さん

池上彰教授

4月17日 読売新聞 空振り三振３つ　栗林5セーブ目 卒業生：栗林良吏さん

4月17日
47NEWS(全国新聞
ネット)

「可能性信じて進め」　ノーベル物理学賞・赤崎勇さん功績碑、出身地で
除幕式　南九州・知覧

故　赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

4月17日 エキサイトニュース
女子３０００メートル障害は大東大・吉村玲美が大会新Ｖ　…日本学生個
人選手権

人間学部2年：谷本七星さん

4月17日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

不破聖衣来、今季初戦５０００ｍは最下位１２位、世界切符かかる５・７
日本選手権１万ｍへ調整中

人間学部4年：山本有真さん

4月17日 msnニュース 拓大・不破聖衣来が今季トラック初レースでまさかの最下位　周回遅れ 人間学部4年：山本有真さん

4月17日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

黒川、男子４００障害Ｖ＝女子５０００の不破は最下位―学生陸上 人間学部4年：山本有真さん

4月17日 福島民報 ４００ｍ障害は大会新で黒川Ｖ 人間学部4年：山本有真さん

4月17日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

４００メートル障害は黒川和樹Ｖ、大会新記録マーク　日本学生個人選
手権／陸上

人間学部4年：山本有真さん、同1
年：米澤奈々香さん

4月17日
月陸Online(陸上競技
社)

東京五輪代表の青山華依や黒川和樹が大会新！学生個人選手権優
勝者一覧

人間学部4年：山本有真さん、外国
語学部4年：小林成美さん

4月18日 朝日新聞 北名古屋市長　太田氏　日置氏破り初当選 卒業生：太田考則さん

4月18日 中日新聞 北名古屋市長に太田氏　初当選 卒業生：太田考則さん

4月18日 中日新聞 ◇ハンドボール東海学生リーグ（16日） ハンドボール部

4月18日 中日新聞 ◇一宮市春季市民ソフトテニス（3日） 理工学部2年：加藤竜大さん

4月18日 中日新聞（夕刊） 8校合同　3回目接種　名大会場、1日最大1500人可能

4月18日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】298　大学で学ぶ・上　疑問を持ち
考え抜こう

池上彰教授

4月18日 毎日新聞 北名古屋市長に太田氏　財政改革訴え初当選 卒業生：太田考則さん

4月18日 読売新聞 北名古屋市長に太田氏　新人対決制し初当選 卒業生：太田考則さん

4月18日 CBC
【チャント！】持ち味は粘って競り勝つ走り　名城大学駅伝部　小林成美
選手

女子駅伝部、外国語学部4年：小林
成美さん、米田勝朗監督

4月18日 ぴあ
『チェルノブイリ１９８６』―悲惨な歴史的事故を起こしたソ連、ロシアに
なっても状況は変わらない……

池上彰教授

4月18日
SPORTS BULL(運動
通信社)

不破聖衣来　周回遅れ最下位も目的完遂　日本選手権に向け復帰戦で
痛みなく完走

人間学部4年：山本有真さん、外国
語学部4年：小林成美さん

4月18日 Yahoo!ニュース
【陸上】東京五輪代表の青山華依や黒川和樹が大会新！学生個人選
手権ハイライト

人間学部4年：山本有真さん、外国
語学部4年：小林成美さん

4月18日 日刊スポーツ
【日本学生個人選手権】五輪代表の法大・黒川和樹、４００メートル障害
で大会新Ｖ　４９秒４０

人間学部4年：山本有真さん

4月18日
SHIKOKUNEWS(四国
新聞社)

陸上　日本学生個人選手権／黒川が大会新Ｖ　男子４００障害 人間学部4年：山本有真さん

4月18日 食品新聞
名古屋・昭和酒販がキッチンカー事業に着手　「酒文化を守る」地元蔵
元と想い共有

日本酒研究会

4月18日
月陸Online(陸上競技
社)

ユニバーシティゲームズの代表内定選手が発表！東京五輪代表の兒
玉芽生、黒川和樹ら４１名

人間学部4年：山本有真さん、外国
語学部4年：小林成美さん

4月19日 中日新聞 名大など8校合同で接種　3回目　学生や職員向けに開始

4月19日 中日スポーツ ◇ハンドボール東海学生リーグ（16日、17日） ハンドボール部
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メディアで見る名城大学（2022年4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

4月19日
週刊実話WEB(日本
ジャーナル出版)

池上彰『ニュースそうだったのか』大炎上！“独自の歴史認識”に批判殺
到…

池上彰教授

4月19日 BIGLOBE ニュース 【大学受験２０２３】「学び博ｉｎ名古屋」国公私立大相談会４／２０

4月19日
とれまがニュース(サ
イトスコープ)

積水ハウスと西山文庫が「日本建築学会賞」（業績部門）を初受賞　すま
い・まちづくりアーカイブに関わる多面的な活動が評価

海道清信名誉教授

4月20日 中日新聞 難民支援　千畝精神再び 都市情報学部：稲葉千晴教授

4月20日 中日新聞 ◇ハンドボール　東海学生リーグ（17日） ハンドボール部

4月20日 毎日新聞
ノーベル賞受賞・故赤崎勇さん　出身地に功績碑建立　南九州　／鹿児
島

故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

4月21日 中日新聞 【エンタ】春が嫌い　桜が苦手 卒業生：佃典彦さん

4月21日 中日新聞（知多） 亀崎の暮らしよみがえる

4月21日
月陸Online(陸上競技
社)

世界陸上選考の日本選手権１００００ｍ　田澤廉、相澤晃、伊藤達彦、
廣中璃梨佳、不破聖衣来らエントリー

外国語学部4年：小林成美さん

4月21日 財経新聞
受験生４万人が回答！「関心を持った大学」の最新エリア別ランキング
（第１０回　テレメール進学調査）

4月21日 msnニュース
佐々木朗希、奥川恭伸、宮城大弥…“２００１年度生まれ”は松坂世代・
ハンカチ世代に続く一大勢力になれるのか？《ドラフト注目の右腕も》

法学部3年：松本凌人さん

4月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

佐々木朗希世代の大学生投手は豊作の予感！１５０キロ左腕など全国
各地に剛腕が点在

法学部3年：松本凌人さん

4月21日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【日本選手権１００００ｍ】エントリーリスト公開！相澤・伊藤・松枝・廣中・
萩谷ら東京五輪日本代表が集結！～日本一、世界選手権日本代表を
かけた見逃せない戦い～

外国語学部4年：小林成美さん

4月21日 BIGLOBE ニュース
在住エリア別関心を持った大学ランキング発表…関東１位は７年連続
「早大」

4月21日 Yahoo!ニュース
【陸上】世界陸上選考の日本選手権１００００ｍ　田澤廉、相澤晃、伊藤
達彦、廣中璃梨佳、不破聖衣来らエントリー

外国語学部4年：小林成美さん

4月21日 msnニュース
上位指名もある“高校生スラッガー”は？　現時点でのドラフト候補トップ
１０【野手編】

経済学部4年：野口泰司さん

4月22日
デジカメWatch(インプ
レス)

竹内敏信写真展：日本の桜 卒業生：竹内敏信さん

4月22日
東京新聞(中日新聞
社)

「命のビザ」杉原千畝の精神見習いウクライナ難民支援を…研究者の名
城大教授が募金呼び掛け

都市情報学部：稲葉千晴教授

4月22日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学都市情報学部学生が「杉原千畝ウクライナ難民募金」４月２３
日、２４日１１：００～１４：００　名古屋市東図書館近くのペデストリアン
デッキで

都市情報学部：稲葉千晴教授

4月23日 朝日新聞 ＜お知らせ＞城郭解剖、城の建物の役割とかたち　【名古屋】 米沢貴紀助教

4月23日 中日新聞 【きょうのスポーツ】野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

4月23日 読売新聞 【キャンパス発】名古屋大学内ベンチャー　レーザー保護めがね開発
Tongaliプロジェクト（起業家育成プ
ロジェクト）

4月23日 エキサイトニュース
［東海２部］深澤僚介が２得点！　名城大が南山大を下して白星奪取（１
８枚）

蹴球部

4月23日
エンタメウィーク(NTT
ドコモ)

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
をします」

池上彰教授

4月23日 4years.(朝日新聞社)
名城大・山本有真、５０００ｍ優勝とユニバ内定　陸上から離れたあの２
カ月の意味

人間学部4年：山本有真さん

4月23日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第４節】まもなく開始！名城ｖｓ
岐阜聖徳学園

蹴球部

4月23日 ノアドット
【速報中】名城ｖｓ岐阜聖徳学園は、岐阜聖徳学園が１点リードで前半を
折り返す

蹴球部

4月23日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【日本選手権１００００ｍ】チケット好評発売中！～日本一の決まる瞬間、
オレゴン２０２２世界選手権日本代表の決まる瞬間を、国立競技場で！
～

外国語学部4年：小林成美さん

4月23日
まいどなニュース(神
戸新聞社)

「受験生が関心を持った大学」エリア別ランキング発表…全国１位は「早
稲田大学」

4月24日 中日新聞 名城大生らも募金呼び掛け

4月24日 中日新聞 新聞活用し正しい情報を　池上彰さんトークショー 池上彰教授

4月24日 中日新聞 【大学野球】名城大など勝利　愛知春季L 硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2022年4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

4月24日 中日新聞 【きょうのスポーツ】野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

4月24日 中日スポーツ 【愛知大学野球】名城大、愛院大、愛工大3ポイント 硬式野球部

4月24日 4years.(朝日新聞社)
大東大・吉村玲美主将「思いをつないでくれた」仲間のために、トラックで
も駅伝でも

人間学部2年：谷本七星さん

4月24日 dニュース(NTTドコモ)
打率８割近い「安打製造機」名城大・伊藤、３安打で負けなし４連勝に貢
献【愛知大学野球１部Ｌ】

法学部3年：伊藤雄紀さん

4月25日 中日新聞 【sports愛知】◇バレーボール東海大学リーグ（23日、24日） バレーボール部

4月25日 中日新聞 【sports愛知】◇ハンドボール東海学生リーグ（23日、24日） ハンドボール部

4月25日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体柔道名南支部予選（16日） 附属高校

4月25日 中日新聞 【大学野球】愛工大、名城大勝利　愛知春季L 硬式野球部

4月25日 中日スポーツ 名城大　伊藤　4戦連続3安打以上
硬式野球部、経営学部4年：野口泰
司さん、法学部3年：伊藤雄紀さん

4月25日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】299　大学で学ぶ・下　読書で新た
な世界を広げる

池上彰教授

4月25日 CBC 【TIME TIME,】ミライ社会へのユメ絵画展
天野特別栄誉教授、理工学部：上
山智理教授、小原章裕学長、矢野
幾也理事

4月25日 ★VICE News
Ukraine Apologizes for Likening Japan’s Wartime Emperor to Hitler. But 
Should It?

外国語学部：鈴村裕輔准教授

4月25日 Yahoo!ニュース
「私は遊びたい」陸上から離れたあの２カ月の意味、名城大・山本有真
がユニバ内定

人間学部4年：山本有真さん

4月25日 4years.(朝日新聞社)
名城大学ルーキー米澤奈々香「まだ足りないことが多くある」、大学４年
間で強くなる

人間学部１年：米澤奈々香さん

4月25日
NEWSポストセブン
(小学館)

ウクライナ取材ジャーナリストが池上彰氏に明かす　凄惨な光景と政府
のメディアツアー

池上彰教授

4月25日
NEWSポストセブン
(小学館)

池上彰氏　ウクライナが２つに分断され「第２の朝鮮半島」になる可能性
を指摘

池上彰教授

4月25日 エキサイトニュース
浜乙女が大学女子駅伝王者・名城大学女子駅伝部の栄養をサポート　
「白いごはんを、もっとおいしく」プロジェクトをスタート！～食でつなぐ、
想いをつなぐ～

女子駅伝部

4月25日
AERA dot.(朝日新聞
出版)

不破聖衣来という新ヒロインも登場！　「女子駅伝」も男子に負けず盛り
上がる予感

女子駅伝部

4月25日
とれまがニュース(サ
イトスコープ)

～あなたのドローンが未来を創る～　『ドローンの未来を描こうプロジェク
ト』を期間限定で開催します

石田宏樹非常勤講師

4月25日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　第６１回　ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦　１部・２部　４
／２３結果更新！次回４／３０，５／４開催

蹴球部

4月26日 読売新聞 【愛知大学野球】春季リーグ戦（24、25日） 硬式野球部

4月26日 読売新聞（東京） 【ＮＩＥ　投書編】私はこう考える　日本車の将来像は 附属高校

4月26日 ★JA尾張中央
名城大生がＪＡと協力して地域活性化活動
ＪＡ尾張中央×中部電力×名城大学

経営学部：澤田慎治准教授、ゼミ生

4月26日 ノアドット
スポーツ界はロシア人排除の動き…大リーグが「ウクライナ問題」に傍
観者でいられる理由【メジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

4月26日
livedoor ニュース
(LINE)

受験生が「関心を持った大学」エリア別ランキング、関東１位は？ 大学全体

4月26日 Yahoo!ニュース
「思いをつないでくれた」仲間のために　大東大・吉村玲美主将、トラック
でも駅伝でも結果を出す

女子駅伝部、人間学部2年：谷本七
星さん

4月27日 建設通信新聞 名城大学天白キャンパス　研究実験棟Ⅳ 小原章裕学長

4月27日 読売新聞 3回目接種　若年層低調　ワクチン副反応に抵抗感

4月27日
週刊ベースボール　
2022.5.9

【恩師が贈る言葉】山内壮馬　栗林良吏へのメッセージ
硬式野球部：山内壮馬コーチ、卒業
生：栗林良吏さん

4月27日 Tech Note(イプロス) カーボンナノチューブの構造と特徴：カーボンナノチューブの基礎知識１ 飯島澄男終身教授

4月27日 エキサイトニュース 池上彰氏が説き明かす、ウクライナ戦争の深層とは？ 池上彰教授

4月27日
Infoseek ニュース(楽
天)

ガンダムの世界も夢じゃない！宇宙エレベーターを実現する日本企業
の技術

飯島澄男終身教授

4月27日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

総合格闘技・ソーキ「二刀流」の挑戦　環太平洋ウエルター級、５月初防
衛戦

卒業生：遠山倉基さん
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メディアで見る名城大学（2022年4月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

4月28日 NHK 【まるっと！】若者と“資産形成” 証券研究会

4月28日 財経新聞
工程の異常を正しくつかんで素早い対策が打てる！書籍『利益が出せ
る生産統制力』発売

卒業生：坂倉貢司さん

4月28日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【第１０６回日本選手権１００００ｍ展望～女子編～】標準突破済みがす
でに４名！オレゴン世界選手権日本代表「３枠」を争う大激戦のレース

外国語学部4年：小林成美さん

4月28日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー

２０２２年度　第７６回愛知県高校総体サッカー競技　インターハイ　名北
支部予選　準々決勝・準決勝　４／２９、５／１結果速報！

愛知総合工科

4月29日 朝日新聞 春の叙勲　県内137人 河村英昭名誉教授

4月29日 中日新聞 春の叙勲　県内から137人 河村英昭名誉教授

4月29日 中日新聞（飛騨）
下呂温泉「睦館」に募金箱設置　ウクライナ難民助けて　名城大　稲葉
教授ら支援呼び掛け

都市情報学部：稲葉千晴教授

4月29日 日本経済新聞 春の叙勲受章者 河村英昭名誉教授

4月29日 毎日新聞 小綬章・双光章・単光章受章者 河村英昭名誉教授

4月29日 読売新聞 春の叙勲　受章者 河村英昭名誉教授

4月29日 エキサイトニュース 池上彰が解説！プーチンが暴挙に走った本当の理由 池上彰教授

4月29日
Walkerplus(ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ)

日本伝統文化イベント“ＴＡＴＡＭＩ　ｐｌｕｓ＋” 建築サークルの学生たち

4月30日 朝日新聞 【オーサー・ビジット　作家が教室へ！】聞かせて先生　とっておき授業 池上彰教授

4月30日 中日新聞 【きょうのスポーツ】◇野球愛知大学リーグ（30日） 硬式野球部

4月30日 中日新聞（岐阜） ◇バレーボール東海大学リーグ（23日） バレーボール部

4月30日 東京新聞
山梨「地下水税」検討で物議　ミネラルウオーター　全体の４割生産　
「県民の財産　還元を」　業界反発「狙い撃ちだ」　背景に財源確保の難
しさ「国と地方の分配見直すべき」

都市情報学部：昇秀樹教授

4月30日 テレビ愛知 【TXNニュース】小学生が大学で“3Dプリンター”を学ぶ 理工学部：大原賢一教授

4月30日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第５節】まもなく開始！愛知東
邦ｖｓ名城

蹴球部

4月30日 エキサイトニュース 【速報中】愛知東邦ｖｓ名城は、愛知東邦が１点リードで前半を折り返す 蹴球部

4月30日 文藝春秋digital
池上彰×入山章栄　対談「一瞬の経営判断が勝敗を分ける」【５月１９日
（木）２０時～】

池上彰教授

4月30日 エキサイトニュース
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第５節】愛知東邦が名城から逃
げ切り勝利

蹴球部

4月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

本部町長選　現職の平良武康氏が立候補を表明 卒業生：平良武康さん

4月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大と愛産大が勝ち３ポイント獲得【愛知大学野球春季リーグ】 硬式野球部
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