
メディアで見る名城大学（2022年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月1日 朝日新聞 ディーンが優勝　男子やり投げ 人間学部4年：山本有真さん

5月1日 中日新聞 【大学野球】名城大、愛産大勝利　愛知春季L 硬式野球部

5月1日 関塾タイムス 【わたしの勉学時代】名城大学学長　小原章裕先生に聞く
小原章裕学長、吉野彰終身教授・
特別栄誉教授、野依良治客員教授

5月1日 琉球新報 本部町長選に平良氏出馬へ　再選目指す 卒業生：平良武康さん

5月1日 PRESIDENT Online
「餓死者の肉がマーケットで売られた過去」ウクライナの人々が”プーチ
ン戦争”に抵抗し続ける根本理由　スターリンからプーチンまで…独裁者
との生存をかけた闘い

池上彰教授

5月2日 中日新聞 ◇バレーボール　東海大学リーグ（4月30日） バレーボール部

5月2日 中日新聞 ◇ハンドボール　東海学生リーグ（4月30日） ハンドボール部

5月2日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】学生との対話編 池上彰教授

5月2日 エキサイトニュース
世界初のジェット旅客機運航／カーボンナノチューブを発見した飯島澄
男生まれる／スカＧ伝説が生まれた第２回日本グランプリ開催【今日は
何の日？５月２日】

飯島澄男終身教授

5月2日
月陸Online(陸上競技
社)

【展望】３年ぶりのゴールデンゲームズ　ｉｎ　のべおかで遠藤日向が世界
選手権標準突破なるか　学生初５０００ｍの佐藤圭汰にも注目

人間学部4年：山本有真さん、同1
年：米澤奈々香さん

5月2日 All About NEWS
中部の高校生が「関心を持った大学」ランキング！　３位　南山大学、２
位　立命館大学、１位は？

5月3日 中日新聞 【大学野球】東海学園大と愛院大が勝利　愛知春季L 硬式野球部

5月3日 中日新聞 ◇バレーボール　東海大学リーグ（1日） バレーボール部

5月3日 中日新聞
【sports愛知 】◇中日スイミングクラブ50メートル自由形春季タイムトライ
アル（4月23日）

附属高校

5月3日 中日スポーツ 【愛知大学野球】首位・名城大痛恨　逃げ切れずドロー 硬式野球部

5月3日 読売新聞 【愛知大学野球】春季リーグ戦（2日） 硬式野球部

5月3日 中日新聞 ◇ハンドボール　東海学生リーグ（1日） ハンドボール部

5月4日 読売新聞 【教育ルネサンス】幼小中連携（２）　縦割り班　中1フォロー 教職センター：曽山和彦教授

5月4日 dニュース(NTTドコモ)
聞かせて先生、とっておき授業　オーサー・ビジット２０２２　作家が教室
へ！　参加校を募集

池上彰教授

5月4日
月陸Online(陸上競技
社)

遠藤日向が世界選手権出場へ前進する１３分１０秒６９　佐藤圭汰がＵ
２０日本新　長嶋は高校歴代５位と好記録続出／ＧＧＮ

人間学部4年：山本有真さん

5月4日 千葉日報 遠藤が男子５０００メートル優勝　世界陸上の参加標準を突破 人間学部4年：山本有真さん

5月4日 @niftyニュース 遠藤、男子５０００で歴代２位＝佐藤はＵ２０日本記録―陸上 人間学部4年：山本有真さん

5月4日 Yahoo!ニュース
【陸上】遠藤日向が世界選手権出場へ前進する１３分１０秒６９　佐藤圭
汰もＵ２０日本新／ＧＧＮ

人間学部4年：山本有真さん

5月5日 朝日新聞 【陸上】4日　ゴールデンゲームズinのべおか　遠藤が大会新V 人間学部4年：山本有真さん

5月5日 中日新聞 【陸上】世界選手権参加標準　遠藤が男子5000で突破 人間学部4年：山本有真さん

5月5日 読売新聞 遠藤　大会新V　男子5000 人間学部4年：山本有真さん

5月5日 中日新聞 【学ぶ】学生の課外活動　復活の動き　問題解決力伸ばす機会に

5月5日 中日新聞 時代を生き抜く名言　ｂｙ学生スタッフ 薬学部5年：岡田彩花さん

5月5日 西日本新聞
「勝利の追求、宗像サニックスの経験生きている」　元監督の藤井・日本
代表ディレクター振り返る

卒業生：藤井雄一郎さん

2022/6/3

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。
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メディアで見る名城大学（2022年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月5日 エキサイトニュース
【陸上】超新星・不破聖衣来　７日の日本選手権は万全なのか…広中璃
梨佳ら強豪と“直接対決”

外国語学部4年：小林成美さん

5月5日
月陸Online(陸上競技
社)

【展望】標準突破者４人が激突！廣中、不破、五島、小林が３枠懸けた
熱戦の行方は？／日本選手権１００００ｍ女子

外国語学部4年：小林成美さん

5月5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　５／４結果更
新！次回は１部、２部ともに５／７開催！

蹴球部

5月5日 Yahoo!ニュース
【陸上】日本選手権１００００ｍ女子展望：参加標準記録突破者４選手を
中心に展開　注目の不破の状態はいかに？

外国語学部4年：小林成美さん

5月5日 @niftyニュース
田沢、初の代表入り狙う＝女子は標準突破者４人が火花―陸上日本選
手権１万メートル

外国語学部4年：小林成美さん

5月5日 Yahoo!ニュース
【陸上】標準突破者４人が激突！廣中、不破、五島、小林が３枠懸けた
熱戦の行方は？／日本選手権１００００ｍ女子展望

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 朝日新聞（夕刊） 苦境の酒蔵、新米醸造家の挑戦　２４歳・後藤実和さん、弟子入り 卒業生：後藤美和さん

5月6日 中日新聞 アンダーソン初登板白星 卒業生：栗林良吏さん

5月6日
幻冬舎 GOLD
ONLINE(幻冬舎ゴー
ルドオンライン)

薬剤師試験「大学別合格ランキング２０２２」…１位は金沢大学

5月6日
月陸Online(陸上競技
社)

世界陸上代表へ五島莉乃が意気込み「強みの積極性を生かしたレース
をして優勝したい」／日本選手権１万ｍ前日会見

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日
月陸Online(陸上競技
社)

世界陸上代表へ名城大のエース小林成美「我慢比べの順位争い　がむ
しゃらに」／日本選手権１万ｍ前日会見

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 信毎web
長距離のホープ　長野市出身・小林　世界への切符懸け挑戦　７日の日
本選手権１万メートル　秘めた闘志燃やす

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 スポニチ
五島莉乃「優勝目指す」小林成美「我慢比べ勝つ」世陸切符懸け７日に
日本選手権１万ｍ

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日
SPORTS BULL(運動
通信社)

五島莉乃、小林成美が世陸切符へ意欲「日の丸を背負う」７日に日本選
手権１万Ｍ　不破、広中らと激突

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日
SPORTS BULL(運動
通信社)

世界陸上をかけた日本選手権１万Ｍ前日　名城大の小林成美「がむ
しゃらに頑張る」

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 dニュース(NTTドコモ)
五島莉乃「世界選手権に絶対出場」名城大・小林成美「全力尽くしたい」
日本選手権１万ｍ前日会見

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 dニュース(NTTドコモ) 小林成美、世界選手権代表へ「我慢比べで勝ちたい」／陸上 外国語学部4年：小林成美さん

5月6日
Sportsnavi(YAHOO!
JAPAN)

国立競技場で１００００ｍ日本一決定戦！世界選手権を狙う大一番！日
本選手権１００００ｍ、明日開催！／前日会見レポート＆コメント

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

五島莉乃、世界選手権へ「優勝を目指す」／陸上 外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 エキサイトニュース
不破聖衣来、広中璃梨佳など群雄割拠の女子１万メートル　小林成美
が明かす勝敗のカギは「我慢比べ」

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 エキサイトニュース
不破聖衣来、広中璃梨佳らに負けない　五島莉乃は攻めのレースを貫く
「私の強みを生かす」

外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 dニュース(NTTドコモ) 五島「日の丸背負う」＝７日、日本選手権１万メートル―陸上 外国語学部4年：小林成美さん

5月6日 千葉日報 陸上・五島「走るからには優勝」　日本選手権１万メートル控え会見 外国語学部4年：小林成美さん

5月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

７日に陸上日本選手権１万メートル　五島「優勝目指す」 外国語学部4年：小林成美さん

5月6日
livedoor ニュース
(LINE)

重大事故が起きるまで何もしない…極寒の知床でも「救命胴衣」を義務
付けていた国交省の無責任

元教職員：郷原信郎さん

5月6日 日本経済新聞 陸上・五島「優勝めざす」　７日に日本選手権１万メートル 外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 読売新聞 【キャンパス発　名城大・日本酒研究会】丸一酒造

農学部：加藤雅士教授、農学部3
年：川嶋隆之介さん、中根姫杏さ
ん、牟田晃子さん、原崎茜蓮さん、
加藤鼓雪さん、同2年：近藤翼さん、
情報工学部1年：角田汐堂さん

5月7日 読売新聞（大阪） 【ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ　広論】藤田恭嗣　メディアドゥ社長 卒業生：藤田恭嗣さん

5月7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

5月7日 NHK BS1
第106回日本陸上競技選手権大会・10000m 兼 オレゴン2022世界陸上
競技選手権大会 日本代表選手選考競技会

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 dニュース(NTTドコモ)
ＴＨＥ世界大学ランキング日本版２０２２【私立大学ランキング】～教育リ
ソース、教育充実度～
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メディアで見る名城大学（2022年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月7日
月陸Online(陸上競技
社)

不破聖衣来が日本選手権１００００ｍを欠場　右アキレス腱周囲炎「将
来のことを考えて」判断

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 エキサイトニュース
不破、広中だけじゃない！　日本女子トラック界をけん引する“Ｚ世代”の
台頭

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日
デイリースポーツ
online

陸上女子１万メートル日本選手権へ　五島莉乃「優勝目指す」小林成美
「全力尽くす」

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 @niftyニュース
“陸上界のフワちゃん”不破聖衣来の爆走は魅力だが――常識に囚わ
れない彼女がオレゴン世界選手権の代表を掴むには！？

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 msnニュース
女子１万メートル日本選手権　世界陸上切符へ熾烈争い　２２歳名城
大・小林成美「不安な状況も楽しむ」

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 PRESIDENT Online
「ロシアに占領されても電子政府で対抗」旧ソ連崩壊の引き金・バルト三
国が”プーチンの野望”を挫く　小国の警戒は間違いではなかった…

池上彰教授

5月7日
月陸Online(陸上競技
社)

廣中璃梨佳　渾身のスパートでオレゴン内定！「パリ五輪を見据えて、
世界選手権に臨みたい」

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日
Sportsnavi(YAHOO!
JAPAN)

小林成美（名城大学）コメント／本日決戦！国立競技場で１００００ｍ日
本一決定戦！世界選手権を狙う大一番！「第１０６回日本選手権１０００
０ｍ」

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 スポニチ
【陸上】不破聖衣来、日本選手権１万ｍ欠場　世界選手権代表入り絶望
的に

外国語学部4年：小林成美さん

5月7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６節】まもなく開始！名古屋
経済ｖｓ名城

蹴球部

5月7日 夕刊デイリーWeb 第３３回ゴールデンゲームズｉｎのべおか 人間学部4年：山本有真さん

5月7日 エキサイトニュース
【速報中】名古屋経済ｖｓ名城は、名古屋経済が１点リードで前半を折り
返す

蹴球部

5月7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６節】名古屋経済が名城から
逃げ切り勝利

蹴球部

5月7日 スポニチ
陸上１万メートル・小林成美　１５位で内定つかめず「今日はすいませ
ん」と報道陣に謝罪

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 スポニチ
不破聖衣来、小林成美らが争う３枠目　選考基準は「この日本選手権に
出ていないと評価は難しい」

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日
月陸Online(陸上競技
社)

廣中璃梨佳が連覇達成して初の世界選手権代表に「またあの舞台に戻
りたい」／日本選手権１００００ｍ

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日
Infoseek ニュース(楽
天)

号泣しても報道陣に気遣い　内定逃した陸上・小林成美「すみません、
夜遅くまで…」

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日
livedoor ニュース
(LINE)

不破聖衣来の世界選手権出場は「日本選手権に出ていないと評価は難
しい」と山崎強化委員長

外国語学部4年：小林成美さん

5月7日 BBM Sports
【陸上】女子優勝の廣中璃梨佳、３位の五島莉乃が世界選手権代表に
内定　男子は相澤晃が制し、標準突破者の田澤廉は１０位

外国語学部4年：小林成美さん

5月8日 中日新聞 【大学野球】愛工大など勝利　愛知春季L 硬式野球部

5月8日 中日新聞 児童が描く　ユメのミライ図
天野浩特別栄誉教授、理工学部：
上山智理教授、小原章裕学長、矢
野幾也理事

5月8日 中日スポーツ 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

5月8日 読売新聞 【愛知大学野球】春季リーグ戦（7日） 硬式野球部

5月8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

5月8日 中日新聞 【sports愛知】◇県春季ウエイトリフティング（4月23、24日） 附属高校

5月8日
沖縄タイムス＋プラ
ス

「平和への思い伝えたい」　池上さんＲＢＣで１１日特別番組　問題意識
で異なる沖縄の見え方

池上彰教授

5月8日 産経ニュース 共産党に優しい朝日と毎日　イスラム思想研究者・飯山陽 池上彰教授

5月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

愛工大が連勝、優勝に望みつなぐ　同点の７回、後藤が満塁一掃の決
勝三塁打【愛知大学野球】

硬式野球部

5月8日
livedoor ニュース
(LINE)

池上氏解説「米国ｖｓ中国が険悪」日本はどうなる？ 池上彰教授

5月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

打率５割超の伊藤が３本の適時打含む４安打４打点　名城大が中部大
に大勝し首位キープ【愛知大学野球】

硬式野球部

5月8日 @niftyニュース
愛知工業大学、２季ぶり７１回目の優勝　最優秀選手賞は岡田琴菜＜
東海学生卓球春季リーグ女子結果＞

卓球部

5月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

愛知工業大学、２季ぶり１００回目のＶ　最優秀選手賞は曽根翔＜東海
学生卓球春季リーグ男子結果＞

卓球部

5月9日 CBC 【チャント！】学生に「100円朝食」
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メディアで見る名城大学（2022年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月9日 テレビ愛知 【5時スタ】名城大学100円朝食で学生支援

5月9日 JSTnews（2022.5） 光科学に新たな可能性をひらく　中波長の紫外線半導体レーザー 理工学部：岩谷素顕教授

5月9日 財経新聞
森の宝石と称される美しい昆虫「日本産タマムシ」の識別図鑑、本日発
売！

卒業生：福富宏和さん

5月9日 ReseEd(イード) 名古屋六大学、高校教員対象「トップメッセージフォーラム」６／２０

5月9日
マチパブ(レッドク
ルーズ)

第４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

5月9日 グノシー 本戦がスタート、女子ダブルス１回戦が終了　［Ｒ４春季東海学生］
農学部2年：山北龍一さん、経営学
部4年：水越健太さん、同3年：加藤
和さん

5月10日 中日新聞 【大学野球】愛工大、名城大　白星　愛知春季L 硬式野球部

5月10日 中日スポーツ 【愛知大学野球】（8日） 硬式野球部

5月10日 読売新聞 【愛知大学野球】春季リーグ戦（8日） 硬式野球部

5月10日 ニュートン別冊 リチウムイオン電池をつくり、社会に変革をもたらした 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

5月10日 財経新聞
空港除雪の省力化・自動化に向けた実証実験に参加し、運転支援ガイ
ダンスシステムの有効性を確認しました

理工学部：目黒淳一准教授

5月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

池上彰さんが沖縄の「復帰」で伝えたいこと　最近、本土で気になるある
動き　県内民放に初出演

池上彰教授

5月11日 中日新聞
【みんなのスポーツ】◇県高校総体体操名南・名北・知多支部予選（3
日）

附属高校

5月11日 中日新聞 【みんなのスポーツ】◇県高校総体陸上名南支部予選（1日まで） 附属高校

5月11日 中日スポーツ ◇一般社団法人中部日本学生軟式野球リーグ（8日） 軟式野球部

5月11日 中部経済新聞 気候変動と社会変動の関係　荘園の時代の終わりにも影響 人間学部：伊藤俊一教授

5月11日 中日新聞 ◇バレーボール　東海大学リーグ（8日） バレーボール部

5月11日 中日新聞 ◇ハンドボール　東海学生リーグ（8日） ハンドボール部

5月11日 中日新聞（静岡） ◇ソフトボール　東海地区大学リーグ最終日（7日） ソフトボール部

5月11日 中日スポーツ ◇バレーボール　東海大学リーグ（8日） バレーボール部

5月11日 中日スポーツ ◇ハンドボール　東海学生リーグ（8日） ハンドボール部

5月11日 中日スポーツ ◇卓球　東海学生リーグ最終日（8日） 卓球部

5月11日 中日新聞 ◇卓球　東海学生リーグ最終日（8日） 卓球部

5月11日 Yahoo!ニュース
本戦２日目が終了、男女ともトップ２シードがシングルス２回戦を突破
［Ｒ４春季東海学生テニス］

農学部2年：山北龍一さん、経営学
部4年：水越健太さん、同3年：加藤
和さん

5月11日
Sportsnavi(YAHOO!
JAPAN)

【第１０６回日本選手権１００００ｍハイライト】廣中、圧巻のラストスパー
トで２連覇！世界選手権日本代表内定、相澤は２年ぶり２回目の優
勝！

外国語学部4年：小林成美さん

5月11日 msnニュース
「彼は大阪桐蔭高時代からレギュラーだけど、私は評価していない」プロ
野球スカウトたちの意見が分かれた…これが今秋“ドラ１候補の２５人”

経済学部4年：野口泰司さん

5月12日 Yahoo!ニュース
本戦３日目が終了、女子シングルスのベスト８が出揃う　［Ｒ４春季東海
学生テニス］

経営学部4年：水越健太さん

5月12日 流通ニュース 『流通情報』５月号／日本のドラッグストア研究、業界動向と顧客分析 経営学部：中川宏道准教授

5月12日 OSDN
第８回Ａｍａｚｏｎ　Ａｃａｄｅｍｙを６月１５日（水）に　オンライン開催「Ｅコ
マースにおける知財、その保護と活用によるブランドマネジメントとは」

卒業生：鈴木宏典さん

5月13日 岐阜新聞 下呂温泉の睦館が募金箱設置　リトアニアへの避難民を支援 都市情報学部：稲葉千晴教授

5月13日 Yahoo!ニュース
本戦４日目が終了、男子シングルスのベスト８が出揃う　［Ｒ４春季東海
学生テニス］

経営学部4年：水越健太さん

5月13日 So-netニュース
「ドコカニイッテ」「ハヲミガク！」大リーグ実況での意味不明な日本語絶
叫、最近増えた２つの理由

外国語学部：鈴村裕輔准教授
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メディアで見る名城大学（2022年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月14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

5月14日
JPubb(レッドクルー
ズ)

「サステナブル未来予想図」をテーマとする小論文を７月から募集 池上彰教授

5月14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７節】まもなく開始！日本福
祉ｖｓ名城

蹴球部

5月14日
livedoor ニュース
(LINE)

「食品を山ほど捨てる日本人」親子で知るべき実態 池上彰教授

5月15日 朝日新聞 【大学インフォマーシャル】名城大学　■刈谷市連携講座 外国語学部：鈴村裕輔准教授

5月15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

5月15日 中日スポーツ 元ドラ神野に並ぶシーズン26安打　名城大　伊藤雄
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

5月15日 中日スポーツ 【きょうのスポーツ】◇野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

5月15日 名寄新聞
笑顔とスポーツの力をエネルギーに　未来の姿を描き絵画展で入賞　三
浦かりんさん

天野浩特別栄誉教授

5月15日 毎日新聞 ウクライナ侵攻「情報戦、真偽検証を」名城大で池上彰氏 池上彰教授

5月15日 中日新聞 【大学野球】名城大　首位守る　愛知春季L 硬式野球部

5月15日
サンデー毎日（5月8・
15日合併号）

【大学プレスセンター　ニュースダイジェスト】コロナ禍3年目の春を迎え
大学の新たなあり方を問う

5月15日
livedoor ニュース
(LINE)

池上氏が解説「東西冷戦はどう始まり終結したか」 池上彰教授

5月16日 中日新聞 【大学野球】　愛知春季L　名城大・伊藤　安打新記録 硬式野球部

5月16日 中日スポーツ 【愛知大学野球】名城大サヨナラ勝ち　春連覇王手
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

5月16日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】300　連載300回に寄せて　世界史
的事件から学ぶ

池上彰教授

5月16日 msnニュース
名城大が劇的サヨナラで２連覇王手　最多安打男・伊藤雄紀はリーグ新
記録を樹立【愛知大学野球春季Ｌ】

硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

5月16日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「スーツケースをモスクワまで持って行くしかないのか」ロシアへの金融
制裁で日本にも影響が…池上彰によるわかりやすい“ＳＷＩＦＴ”解説

池上彰教授

5月16日
Infoseek ニュース(楽
天)

「長期政権はプーチン政権だけでいい」２０２４年に向け着々と進む…
プーチン大統領の現代版“院政”計画

池上彰教授

5月16日 西日本新聞 次世代半導体のキーマンらが講演　６月２日、福岡市 天野浩特別栄誉教授

5月16日
47NEWS(全国新聞
ネット)

立命大が早大破る　関学大は桜美林大に快勝　大学春季交流戦、定期
戦

アメリカンフットボール部

5月16日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

【津工業高校（三重県）メンバー紹介】　２０２２　東海ルーキーリーグＵ－
１６

卒業生：片野典和さん

5月16日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

沖縄大の１５１キロ右腕が１０奪三振で完投勝利　「完成度の高い投手」
にＮＰＢ１２球団のスカウト３０人が集結

硬式野球部

5月17日 中日新聞 ◇ハンドボール　東海学生リーグ最終日（15日） ハンドボール部

5月17日 中日スポーツ ◇ハンドボール・東海学生リーグ最終日（15日） ハンドボール部

5月17日 読売新聞 【愛知大学野球】春季リーグ戦（14、15日） 硬式野球部

5月17日 PRESIDENT Online
高齢者と女性と子供だけ…過去最悪のペースで増えるウクライナ難民
をハンガリーが受け入れている理由　大混乱だった「シリア難民」とは状
況がまるで違う

池上彰教授

5月18日 中日新聞 【学ぶ】平和教育の意義　生徒主体の行動引き出す 附属高校

5月18日 読売新聞 NIE実践指定校24校を推薦 附属高校

5月18日 ぴあ
『オフィサー・アンド・スパイ』―フランス国家の陰と陽　を知る“ドレフュス
事件”

池上彰教授

5月18日
TOKYO HEADLINE
WEB

池上彰、ハンガリーとの縁で「タダ働きしてます」ルービックキューブ発明
者自伝発売イベント

池上彰教授

5月18日 PRESIDENT Online
兵力不足なのに北方領土で軍事演習…ウクライナ戦争で苦しむプーチ
ンがやせ我慢を続けるしかない理由　池上彰「この戦争は数年単位で考
える必要がある」

池上彰教授
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メディアで見る名城大学（2022年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月18日
livedoor ニュース
(LINE)

３０年ぶりに最多安打記録更新…愛知大学野球リーグに現れた“安打
製造機”　名城大・伊藤雄紀「冬練習の成果出た」

硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

5月18日
Forbes JAPAN(リンク
タイズ)

人気再燃のルービックキューブ　池上彰が明かす「世界３億５０００万個
売れ」の理由

池上彰教授

5月18日
livedoor ニュース
(LINE)

池上氏解説「新聞やテレビが報じない」情報の裏側 池上彰教授

5月19日 中日新聞 ◇中部日本学生軟式野球リーグ（8日） 軟式野球部

5月19日 中日新聞 【NIE教育に新聞を】実践指定校に小中高計24校 附属高校

5月19日 中日新聞 【エンタ目】出演作「鈴木さん」 卒業生：佃典彦さん

5月19日
HandBall(スポーツイ
ベント)

【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

5月19日 時事メディカル
新型コロナ対策のエアカーテン＝深紫外線でウイルス不活化―病院用
に卓上型開発・名古屋大など

天野浩特別栄誉教授

5月19日 財経新聞
一般社団法人　愛知県鍼灸師会の有志５人が、４月２３日に開催された
「第１０回ジョギングフェスティバル」で鍼施術などのボランティア活動を
実施

女子駅伝部

5月19日 Yahoo!ニュース “４６３０万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪 元教職員：郷原信郎さん

5月20日 毎日新聞 原因「パイピング現象」か　豊田・漏水　工業用取水再開 理工学部：小髙猛司教授

5月20日 東海テレビ
【ニュースOne】漏水の原因は「パイピング現象」？明治用水の”独特な
構造”も

理工学部：小髙猛司教授

5月20日 卓球レポート(タマス) 各地の大会結果　２０２２年度　東海学生春季リーグ戦 卓球部

5月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大の２季ぶり１２度目の優勝が決定　最終週の対戦相手が出場辞
退【愛知大学野球】

硬式野球部

5月20日
イザ！(産経デジタ
ル)

愛産大がコロナで名城大戦辞退　愛知大学野球リーグ 硬式野球部

5月20日
livedoor ニュース
(LINE)

用水施設での大規模漏水…専門家が原因として指摘する“パイピング
現象”とは「予見も日常点検もしづらい」

理工学部：小髙猛司教授

5月21日 朝日新聞 検察への疑問、創作の力に 元教職員：郷原信郎さん

5月21日 中日新聞 名城大の優勝決まる　愛産大がコロナで辞退 硬式野球部

5月21日 中日スポーツ 名城大2季ぶり12度目V 硬式野球部

5月21日 読売新聞（東京） 名城大が大学選手権へ 硬式野球部

5月21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８節】まもなく開始！愛知教
育ｖｓ名城

蹴球部

5月21日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

名城大が２季ぶり１２度目の優勝／愛知大学 硬式野球部

5月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【愛知大学野球】２季ぶり１２度目Ｖの名城大が胴上げ　安江監督が１５
度宙に舞う「何としても２年連続で春優勝をしたかった」

硬式野球部

5月22日 朝日新聞 就活生「ガクチカ」がない キャリアセンター：渥美圭子さん

5月22日 中日新聞 【大学野球】12度目頂点名城大歓喜　愛知春季L 硬式野球部

5月22日 中日スポーツ 名城大・安江監督胴上げ　2季ぶり12度目V 硬式野球部

5月22日 NHK 【週刊まるわかりニュース】取水トラブル　パイピング現象とは？ 理工学部：小髙猛司教授

5月22日
livedoor ニュース
(LINE)

池上氏解説「日本の防衛力」は世界でどのレベルか 池上彰教授

5月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

首位打者に名城大・伊藤雄紀、リーグ新記録の打率６割３分６厘　１部
の全日程が終了【愛知大学野球】

硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

5月23日 中日新聞 柳好投　援護あれば 卒業生：栗林良吏さん

5月23日 中日新聞 【大学野球】愛知春季L順位決定 硬式野球部

5月23日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体ラグビー（14日） 附属高校

5月23日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体体操（15日） 附属高校
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月23日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体柔道（14日） 附属高校

5月23日 中日スポーツ 1部の春季リーグ全日程終了　愛院大が2位、愛工大は3位
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん、松本凌人さん

5月23日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】301　大学生活の歩み方　悩んでも
焦らず考える

池上彰教授

5月23日
週刊東洋経済臨時
増刊

本当に強い大学2022

5月23日 文藝春秋digital 池上彰　本当のロシアを知るために「人生百年の教養」（亀山郁夫） 池上彰教授

5月23日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

第５回名城大学杯将棋大会を開催

5月23日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】硬式野球部が愛知大学野球春季リーグ戦　２連覇！ 硬式野球部

5月23日
Infoseek ニュース(楽
天)

【池上彰解説】ロシア苦戦の理由は「ファイブアイズ」．．．池上氏の考え
るこの戦いの結末とは？バイデン大統領訪日の狙いについても分析

池上彰教授

5月24日 中日新聞 算数の楽しさ伝える親子向け体験型教室　名古屋で２９日 教職センター：竹内英人教授

5月24日 中日新聞 ◇バレーボール　東海大学リーグ最終日（22日） バレーボール部

5月24日 中日新聞 折れたバット活用法一緒に考えよう　名古屋聾学校×名城大 経済学部：伊藤志のぶ教授、ゼミ生

5月24日 中日新聞（夕刊） 異色のバンド復刻版　八事裏山フォーク・オーケストラ
卒業生：八事裏山フォークオーケス
トラ（谷口幸至朗さん、深津正一さ
ん）

5月24日 読売新聞 大学飛び入学で高卒資格　単位など　条件満たせば

5月24日 Yahoo!ニュース ウクライナとロシアについて知っておきたい１０のこと 池上彰教授

5月24日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】「杉原千畝ウクライナ難民募金」６月１日１５：３０～１７：３０
名古屋市東図書館近くで街頭募金を実施

都市情報学部：稲葉千晴教授

5月24日 グノシー
【名古屋市緑区有松】６／４－５　有松絞りまつりが３年ぶりに帰ってきま
す！日本遺産にあいにきませんか？

トップリーフ

5月24日 日刊スポーツ
全日本大学選手権出場２７校出そろう　明大、亜大、東北福祉大など
決勝６・１２神宮球場の予定

硬式野球部

5月24日 産経ニュース ＮＩＥ大会、対面開催へ　３年ぶり、宮崎市で８月 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

5月24日
livedoor ニュース
(LINE)

３×３×３の構造に秘密がある！？　ルービックキューブ発明者の自伝
「四角六面」出版記念イベントで池上彰氏「わが意を得たり」

池上彰教授

5月24日 伊勢新聞
元鈴鹿大学長補佐のクマーラ氏　スリランカで学長就任　日本向けＩＴ人
材育成　三重

アーナンダ・クマーラ名誉教授

5月25日 朝日新聞 旧陸軍の兵器工場司令棟、改修完了　名城大・春日井キャンパス本館 春日井キャンパス

5月25日 中日新聞 【WE LOVE ジモスポ】名古屋サイクロンズ　アメフト界に新風を アメリカンフットボール部

5月25日 中日新聞 明治用水漏水1週間　穴の補修　年単位も　給水最優先　復旧手つかず 理工学部：小髙猛司教授

5月25日 中日新聞 アスファルト　熱や匂い体感　愛知総合工科高生　道路舗装学ぶ 愛知総合工科

5月25日 中日新聞（なごや東） 日進でシンポ　１５０人参加 地域の公共交通計画紹介 住民参画で策定 理工学部：松本幸正教授

5月25日 読売新聞 全日本大学野球出場27校が決定 硬式野球部

5月25日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名城大学】「有松絞りまつり」のＳＤＧｓブースに本学学生がアップサイ
クルブースを出店

トップリーフ

5月25日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰が解説、ジャーナリストが「戦場に行く」訳 池上彰教授

5月25日 ノアドット
福田道路／愛知総合工科高で体験学習、生徒がアスファルト敷きならし
体験

愛知総合工科

5月26日 中日新聞 ◇ライフル射撃　中部学生選手権最終日（22日） ライフル射撃部

5月26日
中日新聞（伊勢志
摩）

◇南勢地区陸上競技記録会（14、15日） 経営学部4年：中川空知さん

5月26日 日本テレビ 【スッキリ！】川底に穴なぜ？専門家分析パイピングとは 理工学部：小髙猛司教授

5月26日 建設通信新聞
アスファルト敷均しを体験／愛知総合工科高校／福田道路が舗装工事
実習

愛知総合工科
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メディアで見る名城大学（2022年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月27日 読売新聞 用水確保「仮設構造物で」　大規模漏水　対策本部会議で知事 理工学部：小髙猛司教授

5月27日 NHK 【まるっと！】漏水はなぜ起きた？パイピング現象のメカニズム 理工学部：小髙猛司教授

5月27日 東海テレビ 【ニュースOne】"穴"復旧は「おそらく年単位に」専門家指摘 理工学部：小髙猛司教授

5月27日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】データサイエンス教育の充実へ

5月28日 中日新聞（夕刊） 着飾るより、捨てない　名城大生　回収しバッグに
トップリーフ、経営学部3年：大嶺光
輝さん

5月28日 日本経済新聞 活発化するロシア軍の攻撃　小泉悠さんらとＴｈｉｎｋ！ 池上彰教授

5月28日 エキサイトニュース 【速報中】名城ｖｓ常葉静岡は、常葉静岡が２点リードで前半を折り返す 蹴球部

5月28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９節】常葉静岡が名城を突き
放しての勝利

蹴球部

5月28日 @niftyニュース
アニメーターをディス！？　池上彰の印象操作に怒り「日本最低をやりた
いだけ」

池上彰教授

5月29日 中日スポーツ 名城大伊藤雄MVP

硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん、松本凌人さん、経済学部4年：
野口泰司さん、経営学部2年：多和
田尚旗さん、法学部4年：馬渕壮史
さん、小林大介さん

5月29日 読売新聞 名城大　12度目の優勝旗　愛知大学野球閉会式
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん、松本凌人さん

5月29日 中日新聞 【大学野球】愛知春季L表彰　名城大の伊藤 MVP

硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん、松本凌人さん、経済学部4年：
野口泰司さん、経営学部2年：多和
田尚旗さん、法学部4年：馬渕壮史
さん、小林大介さん

5月30日 中日新聞 ◇中部女子学生スポーツ射撃選手権（21、22日） ライフル射撃部

5月30日 中日新聞 ◇中部学生スポーツ射撃選手権（21、22日） ライフル射撃部

5月30日 中日新聞 ◇県高校総体ウェイトリフティング（22日） 附属高校

5月30日 中日新聞（三重） 【三重みんなのスポーツ】◇陸上 東海学生対校選手権第1日（27日） 法学部1年：原田紗希さん

5月30日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】仕事選び自分と向き合う 池上彰教授

5月30日 読売新聞 【就活ON！】理想の日本酒目指して 卒業生：後藤実和さん

5月30日 中京テレビ 【キャッチ！】約2週間ぶり田んぼに水　4日に1回水が…”番水”制度 理工学部：小髙猛司教授

5月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

羽生田忠克、英智、南竜介…「強肩が衝撃的だった」伝説の外野手たち 卒業生：英智さん

5月30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)

全国１位は早稲田大学　約４万人の受験生が選んだ「関心を持った大
学」エリア別ランキング２０２２

5月31日 msnニュース
テキサス州で銃乱射事件が起きても…米球界が規制推進に積極的にな
らない決定的理由【メジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

5月31日 Yahoo!ニュース
好投手集団・徳島インディゴソックスがソフトバンク三軍相手に継投ノー
ヒットノーランを達成

卒業生：池戸昇太さん
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