
メディアで見る名城大学（2022年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月1日 朝日新聞 打の名城大「8強越えを」 硬式野球部

6月1日 中日新聞 犠飛の1点守る 卒業生：栗林良吏さん

6月1日 東京新聞（夕刊） 古着の山　未来を縫う　大学生、エコバッグに再生
トップリーフ、経営学部4年：大嶺光
輝さん

6月1日 日本経済新聞 40年超え4割対策急務　中部の農業水路、老朽化進む 理工学部：小髙猛司教授

6月1日 読売新聞 アジアの大学長ら議論 天野浩特別栄誉教授

6月1日 建設通信新聞 名城大学／参加申請６月１７日まで／天白キャンパス全学共用棟新築

6月1日 navicon ６月６日開幕「全日本大学野球選手権大会」！全試合ライブ配信！ 硬式野球部

6月1日 建通新聞 名城大学　天白Ｃ全学供用棟新築工事を公告

6月1日 BIGLOBE ニュース
ＧａＮ基板の低価格化につながるロスゼロのレーザースライス技術、名
大が開発

天野浩特別栄誉教授

6月1日 日本経済新聞 窒化ガリウム無駄なくスライス　名大、レーザーで短時間 天野浩特別栄誉教授

6月1日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

６月６日開幕！第７１回　全日本大学野球選手権記念大会プレビュー 硬式野球部

6月1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)

２０２１年夏は６万人が予約　全国１１９大学が参加する「ユニフェス」６／
１予約開始

6月1日
livedoor ニュース
(LINE)

杉原千畝を研究するゼミ生がウクライナ難民の募金活動　名古屋 都市情報学部：稲葉千晴教授

6月2日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】サボテンのピタパンサンド「エスニックサボーレ」を期間限定
販売！

6月2日 4years.(朝日新聞社)
第５４回全日本大学駅伝地区選考会まとめ　本戦出場の基本枠・シード
枠・成績枠とは

陸上競技部

6月2日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

「薬剤師国家試験」の合格率が高い私立大学ランキングＴＯＰ３０！　１
位は「名城大学」【２０２２年データ】

6月3日 中日新聞 明大　投手力でV狙う　大学野球全日本選手権 硬式野球部

6月3日 中日スポーツ 安江監督「投手を中心に守り切り勝負を挑む」全日本大学野球6日開幕 硬式野球部

6月3日 読売新聞 名城大「昨年より上へ」 硬式野球部

6月3日
ニュースイッチ(日刊
工業新聞社)

名大・浜松ホトが開発、ＧａＮ基板をレーザー切断する新技術の効果 天野浩特別栄誉教授

6月3日 財経新聞 『ＣＯＬＬＥＧＥ　ＭＡＲＫＥＴ』展開加速、名城大学が登場！

6月3日 中日新聞
全日本大学野球選手権が６月６日（月）に開幕！チーム打率．３８１を記
録した愛知大学野球連盟代表の名城大学スタメンを大予想

硬式野球部

6月3日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰「報道の自由が大切な理由を知ってますか」 池上彰教授

6月3日
EE Times Japan(アイ
ティメディア)

名古屋大、ＧａＮ基板レーザースライス技術を開発：切断時間が短くロス
も極めて少ない

天野浩特別栄誉教授

6月3日
Infoseek ニュース(楽
天)

名城大×アパレル「ＣＯＬＬＥＧＥ　ＭＡＲＫＥＴ」

6月3日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【自己防除】植物が虫害抵抗性を抑制する仕組み 農学部生物資源学科

6月3日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

侍ジャパン大学代表　選考合宿開催ならびに参加選手について
法学部3年：松本凌人さん、経済学
部4年：野口泰司さん

6月3日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【第１０６回日本選手権展望】女子中長距離編：３種目にエントリーの田
中がレースの行方を握る！、廣中・萩原・田中・木村・佐藤、５０００ｍ日
本代表の切符を勝ち取るのは

人間学部1年：柳樂あずみさん

6月3日
livedoor ニュース
(LINE)

侍ジャパン大学代表の候補が発表　栗山ジャパン参加予定だった矢
澤、山田ら４６人

法学部3年：松本凌人さん、経済学
部4年：野口泰司さん

2022/7/6

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6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月3日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

日体大・矢沢宏太、早大・蛭間、明大・宗山ら／大学日本代表の選考合
宿メンバー４６人

法学部3年：松本凌人さん、経済学
部4年：野口泰司さん

6月3日 dニュース(NTTドコモ) 【投手編】第７１回全日本大学野球選手権大会　注目選手 法学部3年：松本凌人さん

6月4日 朝日新聞 野球　全日本大学選手権　代表27校が参戦　明大は3年ぶり 硬式野球部

6月4日 中日スポーツ 大学代表候補に名城大の野口ら 経済学部4年：野口泰司さん

6月4日 読売新聞 【キャンパス発　名城大・日本酒研究会】いい酒　キッチンカーで

農学部：加藤雅士教授、農学部4
年：松山直樹さん、同3年：川嶋隆之
介さん、牟田晃子さん、同2年：近藤
翼さん、同1年：伊藤千咲さん、石川
桃子さん、理工学部2年：加藤颯真
さん

6月4日 読売新聞(北勢） 全日本大学野球　名城・伊藤　打撃でけん引　小林　俊足で支える
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん、法学部4年：小林大介さん

6月4日 dニュース(NTTドコモ)
リーグ新のチーム打率．３８１　名城大・中村主将、初戦の天理大戦へ
「準備万全です」【全日本大学野球】

硬式野球部

6月5日 中日新聞 通算12度目V「大きな前進」　愛知大学野球　名城大が報告 硬式野球部

6月5日 中日新聞 ◇県高校総体柔道（5/28） 附属高校

6月5日 中日スポーツ 名城大が優勝報告　愛知大学野球春季リーグ 硬式野球部

6月5日 読売新聞（東京） 第７１回全日本大学野球選手権　あす開幕　頂点目指す　２７代表 硬式野球部

6月5日
サンデー毎日（6月5・
12日合併号）

【大学プレスセンター　ニュースダイジェスト】「知」と「創造」の魅力溢れる
最先端施設と学修システム

6月5日 @niftyニュース
全日本大学野球選手権の「必見下級生」５選！スケール抜群の大商大
左腕・高、明大の“神童”・宗山には早くもプロから熱視線＜ＳＬＵＧＧＥＲ
＞

法学部3年：松本凌人さん

6月5日 dニュース(NTTドコモ)
全日本大学野球選手権の「必見４年生」５選！　投手は富士大・金村が
出色、名城大の大型捕手・野口は再び爆発なるか＜ＳＬＵＧＧＥＲ＞

経済学部4年：野口泰司さん

6月5日 朝日新聞デジタル 名城大　攻撃力アップで８強以上狙う　全日本大学野球選手権 硬式野球部

6月5日 @niftyニュース
１５３キロ右腕、忍者、鳥谷敬の再来…大学野球選手権で見逃せないド
ラフト候補たち

法学部3年：松本凌人さん、岩井俊
介さん、人間学部4年：眞田拓さん

6月5日 dニュース(NTTドコモ)
「栗林がいても全国で勝てなかった」名城大監督が天理大戦へ初戦突
破誓う【全日本大学野球】

硬式野球部

6月6日 中日新聞 【sports愛知 】◇県体操選手権兼国体選手選考（5/8） 附属高校

6月6日 中日スポーツ 全日本大学野球選手権開会式　名城大1年前の雪辱！ 硬式野球部

6月6日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】302　学ぶ力を鍛える（上）　仲間と
の議論を大切に

池上彰教授

6月6日 電気新聞 中部電力ミライズ　名城大で支援第2弾　ブランディング展開へ

6月6日
Fresh eyeニュース(ス
カラコミュニケーショ
ンズ)

全日本大学野球選手権大会をＰｌａｙｅｒ！でリアルタイム速報！本日６月
６日～開幕！

硬式野球部

6月7日 中日新聞
【NIE教育に新聞を】「伝え方 立場で変わる」　名城大付属高　紙面製作
の過程学ぶ

附属高校

6月7日 中日新聞 工作やパズルで楽しく算数　名古屋で教室参加　小学生親子ら参加 教職センター：竹内英人教授

6月7日 読売新聞（東京） 東日本国際大が大勝発進　第７１回全日本大学野球　第１日 硬式野球部

6月7日
livedoor ニュース
(LINE)

「全日本大学野球選手権」が開幕！プロ注目の“ドラフト候補”は…？
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん、人間学部4年：真田拓さん

6月7日
livedoor ニュース
(LINE)

来秋以降の注目選手も…「全日本大学野球選手権」で見ておくべき下級
生

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

6月7日 日刊スポーツ
神奈川大－流通経大、佛教大－東海大、東北福祉大－九州共立大ほ
か／大学野球選手権速報します

硬式野球部

6月7日 エキサイトニュース 【全日本大学野球選手権１回戦】まもなく開始！天理ｖｓ名城 硬式野球部

6月7日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学選手権】名城大の大学日本代表候補・松本凌人が完投勝利　元
中日・山内壮馬コーチの教え胸に好投

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん、山内壮馬コーチ

6月7日 スポニチ
名城大・伊藤が逆転３ラン！今春リーグ新の打率６割男が決めた－全
日本大学野球

硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん
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メディアで見る名城大学（2022年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

天理大・友杉篤輝が走攻守で好プレー「切った瞬間にセーフになると」二
盗で猛アピール

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月7日 dニュース(NTTドコモ)
【全日本大学野球】名城大　逆転３ランで２回戦へ　リーグ打率６割超え
の伊藤が決める

硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

今秋ドラフト候補の名城大・野口泰司が強肩で二盗阻止、スカウト陣前
に打も見せた　全日本選手権

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月7日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【ハイライト】天理大学　ｖｓ．　名城大学｜第７１回　全日本大学野球選
手権大会　１回戦／２回戦　～東京ドーム～（６／７）

硬式野球部

6月7日
イザ！(産経デジタ
ル)

名城大、伊藤の３ランで天理大に逆転勝ち／全日本大学選手権
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

6月7日 So-netニュース 東海大札幌の渡部が無安打無得点＝全日本大学野球 硬式野球部

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が逆転勝ちで初戦突破　打率６割超男・伊藤が逆転３ラン　指揮
官も興奮「鳥肌立った」【全日本大学野球】

硬式野球部

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【大学野球】プロ注も脱帽「速すぎました」　ドラフト候補の天理大内野手
が記録した“驚異の数値”

硬式野球部

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大プロ注目バッテリー勝利貢献　松本凌人１失点完投、野口泰司
強肩＆２安打　大学野球選手権

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん、法学部3年：松本凌人さん

6月7日 @niftyニュース 伊藤、値千金の初本塁打＝全日本大学野球・名城大
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

6月7日 あなたの静岡新聞 東海大札幌の渡部が無安打無得点　全日本大学野球大会、７人目 硬式野球部

6月7日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】全日本大学野球選手権大会　３－１で初戦突破 硬式野球部

6月7日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　第６８回東海学生サッカートーナメント　兼　総理大臣杯予
選　組み合わせ掲載！６／２５開幕！

蹴球部

6月8日 中日新聞 【大学野球全日本選手権】名城・伊藤　逆転3ラン
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

6月8日 中日スポーツ 名城大初戦突破　伊藤逆転3ラン 硬式野球部

6月8日 東京新聞
【野球】東海大札幌　渡部　無安打無失点　全日本大学選手権　史上7
人目

硬式野球部

6月8日 毎日新聞
【野球　全日本大学選手権】渡部無安打無失点　東海大札幌　大会史上
7人目

硬式野球部

6月8日 読売新聞 【第71回全日本大学野球】東海大北海道　渡部ノーヒットノーラン 硬式野球部

6月8日 朝日新聞 【野球　全日本大学選手権】東海大札幌　渡部が無安打無失点 硬式野球部

6月8日
livedoor ニュース
(LINE)

名城大が初戦突破　今春リーグ新の打率６割男・伊藤が逆転３ラン！
硬式野球部、法学部3年：伊藤雄紀
さん

6月8日 日刊スポーツ
明大－神奈川大、大商大－日本文理大、亜大－近大ほか／大学野球
選手権速報します

硬式野球部

6月8日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学選手権】松本凌人が１失点完投で名城大１勝！「粘れた」８安打浴
びるも要所抑えて９奪三振

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

6月8日 Yahoo!ニュース 打率６割超え男・伊藤の逆転３ランで名城大が初戦突破 硬式野球部

6月8日 東洋経済オンライン
全国３００塾が教える「中部地区」中堅大学の勢力図　核になっている大
学は愛知大、名城大、中京大

6月8日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

プロ注目！強肩強打の爆肩キャッチャー！名城大・野口泰司の美しい
スローイング【全日本大学野球選手権】

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月8日 エキサイトニュース 【全日本大学野球選手権２回戦】まもなく開始！名城ｖｓ近畿 硬式野球部

6月8日 千葉日報 ＮＩＥ全国大会の参加募集　８月、宮崎市で３年ぶり対面開催 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月8日
日刊ゲンダイ
DIGITAL

監督解任でもドロ沼１３連敗…大谷はエンゼルスにいる限りポストシー
ズンには出られない

外国語学部：鈴村裕輔准教授

6月8日 エキサイトニュース 【全日本大学野球選手権２回戦】名城が近畿から勝利をもぎ取る 硬式野球部

6月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【全日本大学野球】名城大が２大会連続８強　２投手完封リレーで１点を
守り切る…準々決勝は亜大と対戦

硬式野球部

6月8日 Yahoo!ニュース 亜大、明大など８強進出　上武大、福岡大も準々決勝 硬式野球部

6月8日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

名城大が１－０で近大工学部を下し８強／全日本大学選手権 硬式野球部

6月8日 スポニチ
名城大が２年連続８強　今秋ドラフト候補の捕手・野口が盗塁を３刺殺　
全日本大学野球

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月8日 @niftyニュース 明大が準々決勝へ＝亜大、仏教大も８強―全日本大学野球 硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2022年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月8日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学選手権】名城大が完封８強　昨年は１５四死球１７失点大敗「忘れ
ちゃいけない」

硬式野球部

6月8日 dニュース(NTTドコモ)
プロ注目の強肩捕手、名城大・野口が盗塁阻止３度で完封リレーをアシ
スト【全日本大学野球】

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大２大会連続の８強進出　勝負強い５番河田が決勝タイムリー
「回ってくると」【全日本大学野球】

硬式野球部、法学部3年：河田隆博
さん

6月8日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

名城大・野口、強肩でチーム救う　八回に二盗阻止「投手のクイックが速
かったから」／全日本大学選手権

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月8日 Yahoo!ニュース 明治大、亜細亜大、大阪商業大など大学選手権ベスト８が出揃う！ 硬式野球部

6月9日 朝日新聞 【野球　全日本大学選手権】明大・佛教大など８強入り 硬式野球部

6月9日 中日新聞 【大学野球全日本選手権】名城大　２年連続８強
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん、人間学部4年：真田拓さん

6月9日 中日スポーツ 野口バズーカ×３　名城大８強
硬式野球部、法学部3年：河田隆博
さん、経済学部4年：野口泰司さん、
人間学部4年：真田拓さん

6月9日 東京新聞 【野球】亜大や明大準々決勝へ　全日本大学選手権 硬式野球部

6月9日 毎日新聞 ◇野球全日本大学選手権第３日（8日） 硬式野球部

6月9日 読売新聞 【第71回全日本大学野球】名城大強打捕手　肩でもアピール
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん、人間学部4年：真田拓さん

6月9日 日本経済新聞 亜大や明大8強へ進出　全日本大学野球 硬式野球部

6月9日
山陰中央新報デジタ
ル

ＮＩＥ　８月の全国大会　宮崎で対面開催　参加募集始まる 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月9日
SPORTS BULL(運動
通信社)

全日本大学野球　阪神スカウト「いつも通り」絶対的上位候補は不在
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月9日 navicon ６月９日「全日本大学野球選手権大会」準々決勝！全試合ライブ配信！ 硬式野球部

6月9日
livedoor ニュース
(LINE)

名城大・野口　“恩人”の目の前で二盗を３度阻止　亜大との準々決勝
へ「４番としての仕事も果たす」

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月9日 日刊スポーツ
明大－佛教大、福岡大－上武大など準々決勝４試合／大学野球選手
権速報します

硬式野球部

6月9日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学選手権】名城大・野口泰司、巨人・小林誠司から学んだ「縦回転送
球」で３度盗塁阻止　８強進出決めた

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月9日 上毛新聞ニュース 全日本大学野球　上武大８強　終盤に投打奮起　総力でサヨナラ 硬式野球部

6月9日 Yahoo!ニュース
“誤振込事件、電算機詐欺で起訴”検察は裁判所を舐めているのか　無
罪主張しなければ、弁護過誤の可能性も

元教職員：郷原信郎さん

6月9日 文化通信 ＮＩＥ全国大会　８月４、５日に宮崎市で開催　３年ぶりにリアルで 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月9日 エキサイトニュース 【全日本大学野球選手権準々決勝】まもなく開始！名城ｖｓ亜細亜 硬式野球部

6月9日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】硬式野球部　全日本大学野球選手権大会　１－０の接戦を
制し２回戦突破

硬式野球部

6月9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」に４９１万円集まる　近くリ
トアニアに送金

都市情報学部：稲葉千晴教授

6月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

上武大など４強入り＝明大は仏教大に敗れる―全日本大学野球 硬式野球部

6月9日 日刊スポーツ
佛教大、上武大、東日本国際大が４強　名城大－亜大など準々決勝４
試合／大学野球選手権速報中

硬式野球部

6月9日 dニュース(NTTドコモ)
名城大、４強の壁崩せず…亜大に逆転負け　１５１キロ右腕・松本が粘
投も【全日本大学野球】

硬式野球部

6月9日 高知新聞 大学野球、仏教大と上武大が４強　東日本国際大、亜大も 硬式野球部

6月9日
SPORTS BULL(運動
通信社)

投打がかみ合った亜大が名城大を下し準決勝進出　ドラフト候補・青山
が３回６奪三振の好投

硬式野球部

6月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【大学野球】亜大や上武大、明大に“リベンジ”成功の佛教大も…全日本
大学選手権、４強出揃う

硬式野球部

6月9日
デイリースポーツ 
online

大学野球、仏教大と上武大が４強東日本国際大、亜大も 硬式野球部

6月9日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

仏教大、上武大が４強／全日本大学選手権 硬式野球部

6月9日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

亜大は名城大に逆転勝ちで４強進出　山下滉介の同点ソロから主導権
握る／全日本大学選手権

硬式野球部

6月9日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【ハイライト】亜細亜大学　ｖｓ．　名城大学｜第７１回　全日本大学野球
選手権大会　準々決勝　～神宮球場～（６／９）

硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2022年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月9日 msnニュース
名城大、逆転負けで４強逃す　ソロ本塁打の野口は「秋に優勝したい」
／全日本大学選手権

硬式野球部

6月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大、亜大に逆転負けで準々決勝敗退　今秋ドラフト候補野口泰司１
発も空砲／大学野球選手権

硬式野球部

6月9日
SPORTS BULL(運動
通信社)

亜大１３年以来の準決勝進出　生田監督の采配で相手先発攻略、主砲
山下滉介１発／大学野球選手権

硬式野球部

6月10日 朝日新聞 【野球　全日本大学選手権】佛教大、明大破り４強 硬式野球部

6月10日 中日新聞 【大学野球全日本選手権】名城大敗退４強ならず 硬式野球部

6月10日 中日スポーツ 名城大また４強の壁　亜大に接戦も涙 硬式野球部

6月10日 毎日新聞 ◇野球全日本大学選手権第4日（9日） 硬式野球部

6月10日 読売新聞 【第71回全日本大学野球】上武大　逆転4強 硬式野球部

6月10日 NHK 【第106回日本陸上選手権「第2日」】女子1500m決勝 人間学部1年：柳樂あずみさん

6月10日 タウンニュース 池上さんが世界を深読み　立教大公開講座 池上彰教授

6月10日 @niftyニュース 亜大、逆転４強　４番・山下が千金同点弾「風があって入ってくれた」 硬式野球部

6月10日 @niftyニュース
名城大・野口　ドラフト候補・青山から一発も初の４強進出ならず「秋に
絶対に優勝したい」

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月10日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

日本陸上初日、福島県勢続々登場　松本（東邦銀）４００予選首位
女子駅伝部、法学部1年：大河原萌
花さん

6月10日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

東日本国際大１５年ぶり４強入り、大商大振り切る、全日本大学野球 硬式野球部

6月10日 Yahoo!ニュース
全国でも躍進する名城大の新入生！菰野の左腕、千葉学芸の左腕、東
海地区の速球派右腕など好投手が続々入部

硬式野球部、経済学部1年：池田翔
紀さん、窪田勇成さん、人間学部1
年：北田悠斗さん、経営学部1年：髙
橋 知亜さん、都市情報学部1年：野
田留輝さん、法学部1年：海老原崚
さん

6月10日 dニュース(NTTドコモ)
【ハイライト動画あり】１点を追い求める総力戦　亜細亜大学　ｖｓ．　名城
大学　全日本大学野球選手権

硬式野球部

6月10日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【記録と数字で楽しむ第１０６回日本選手権】女子５０００ｍ：熾烈なオレ
ゴン行きの切符争い　１４分台の廣中、萩谷、田中、続く木村、佐藤　日
本選手権史上初の１４分台にも期待

人間学部4年：山本有真さん

6月10日 @niftyニュース
野口、攻守で持ち味発揮＝名城大のドラフト候補捕手―全日本大学野
球

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

6月11日 ★北日本新聞 【陸上日本選手権】男子100　サニブラウンV 人間学部1年：柳樂あずみさん

6月11日 中日新聞 広島5割復帰　広島6-3西武 卒業生：栗林良吏さん

6月11日 読売新聞 【第71回全日本大学野球】きょう準決勝 硬式野球部

6月11日 日本経済新聞 日銀総裁の値上げ許容発言　池上彰さんらがＴｈｉｎｋ！ 池上彰教授

6月11日 グノシー
日本人の平均年収は３０年間ほぼ横ばい．．．それでも「給料が上がら
ない＝悪」とは言い切れない“納得の理由”

池上彰教授

6月11日 エキサイトニュース
【愛知県高等学校７人制ラグビーフットボール大会予選リーグ】まもなく
開始！栄徳ｖｓ名城大付属

附属高校

6月11日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

男子三段跳び・山下航平は４位「とても残念」　日本陸上第２日 法学部1年：大河原萌花さん

6月11日 エキサイトニュース
【愛知県高等学校７人制ラグビーフットボール大会予選リーグ】栄徳が名
城大付属を破る

附属高校

6月12日 NHK 【第106回日本陸上選手権「第4日」】女子5000m決勝 人間学部4年：山本有真さん

6月12日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

速報！２０２２年度　第６１回　ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦　６／１
１結果更新！次回６／１８

蹴球部

6月12日 msnニュース 大学日本代表合宿に東日本国際大の上崎らを追加招集 法学部3年：伊藤雄紀さん

6月12日 dニュース(NTTドコモ)
大学日本代表候補メンバー５０人発表、１人辞退し新たに５人が選出　
合宿で代表２４人選出／一覧

法学部3年：伊藤雄紀さん

6月12日 dニュース(NTTドコモ)
侍ジャパン大学日本代表、選考合宿に東日本国際大・上崎彰吾ら５選
手を追加

法学部3年：伊藤雄紀さん
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メディアで見る名城大学（2022年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

柳樂（堀川中出）準優勝、陸上日本選手権 人間学部1年：柳樂あずみさん

6月13日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

１５４キロ左腕は辞退、大学選手権４連発男らが追加召集　侍ジャパン
大学日本代表候補５０名

経済学部4年：野口泰司さん、法学
部3年：松本凌人さん、伊藤雄紀さ
ん

6月13日
livedoor ニュース
(LINE)

亜大・生田監督「一番弱いチーム」で就任１９年目悲願の初Ｖ「一丸に
なってくれた」

硬式野球部

6月13日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

侍ジャパン大学代表選考合宿参加選手の追加・辞退について 法学部3年：伊藤雄紀さん

6月14日 ★中日新聞（三重）
津市自治会問題　ずさん事務処理　事件後も　不透明な契約や確認不
備　専門家「猛省を」

都市情報学部：昇秀樹教授

6月14日
SPORTS BULL(運動
通信社)

阪神　今秋ドラフト候補　右打者に熱視線　天理大・友杉と亜大・田中幹
に注目

硬式野球部

6月14日 ノアドット レイズの「プライドナイト」が浮き彫りにした米国社会の保守的側面 外国語学部：鈴村裕輔准教授

6月14日
livedoor ニュース
(LINE)

【高校野球】掛川西、２４年ぶり甲子園へ　羽切佑太朗内野手がはっきり
打ち勝つ！…静岡県全チーム紹介「甲子園へ夏きゅん」

経済学部3年：羽切陸さん

6月14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　７月１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

6月14日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

女子２００・松本、後半追い上げ４位　日本陸上 法学部1年：大河原萌花さん

6月14日
Infoseek ニュース(楽
天)

ヘルスケア商品販売のカウンセリングＤＸ推進アプリ『Ｄカウンセラーｎｅ
ｏ』を提供開始　～堀　美智子氏が開発に全面協力、販促×適正販売を
強力推進～

卒業生：堀美智子さん

6月14日 Yahoo!ニュース
「軽井沢バス事故の原因」についての再考察（上）～「加速⇒フットブ
レーキ」は当然の行動ではないのか

元教職員：郷原信郎さん

6月14日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

「東海・北陸地方」で卒業生が優秀だと思う私立大学はどこ？【人気投票
実施中】

6月15日 読売新聞 就活本格化　企業・学生「素顔」探る

6月15日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

「ジャーナリストスクール」受講生募集、７月２８日に郡山で開校式 池上彰教授

6月15日 dニュース(NTTドコモ)
大好きな野球を、聖地神宮球場でプレイできることを噛み締めて｜第７
１回全日本大学野球選手権まとめ

経済学部4年：野口泰司さん、法学
部3年：松本凌人さん

6月16日 中日新聞 【エンタ目】シン・ウルトラマンに興奮 卒業生：佃典彦さん

6月16日 中京テレビ
【キャッチ！】新発想　ヒントはファッションの都パリ　古いユニフォームを
活用

トップリーフ、経営学部4年：大嶺光
輝さん

6月16日
livedoor ニュース
(LINE)

沖縄の大学からプロへ…「１５１キロ右腕」仲地礼亜に１２球団のスカウ
ト陣が大注目

硬式野球部

6月16日 信毎web 監督が譲ったバットで快音鳴らす　信濃ＧＳの大川、打撃に手応え 卒業生：大川陽大さん

6月16日 流通ニュース 『流通情報』５月号／ドラッグストア業界の動向と顧客分析を紹介 経営学部：中川宏道准教授

6月17日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

《ドラフト中間報告》これがピッチャー“ドラ１候補”ベスト１０　４位は“鬼の
東都”９勝０敗、３位は沖縄の「ひと目惚れ」右投手…では１位は？

硬式野球部

6月18日 読売新聞 【断面】鉄道高架下広がる街　JR・名鉄　好立地　防音も進化 都市情報学部：亀井栄治教授

6月18日 あなたの静岡新聞 陸上男子４００　静岡県勢トップ３独占　東海高校総体 附属高校

6月18日
十勝毎日新聞電子
版

あす池上彰さん特別講演会開催　音更 池上彰教授

6月18日 グノシー 「国連」や「ＱＵＡＤ」などの国際組織を池上彰が徹底解説！ 池上彰教授

6月18日
livedoor ニュース
(LINE)

大学選手権で躍動した“７人のドラフト候補”　スカウト陣のリアルな評価
は？

硬式野球部

6月18日
@T COM 
NEWS(TOKAIコミュニ
ケーションズ)

「京大の役割」１２５周年式典で学長語る　ノーベル賞受賞者講演も 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月19日 朝日新聞 175チーム高まる　組み合わせ決定 附属高校

6月19日 朝日新聞
【第54回全日本大学駅伝　地区選考会】皇学館大が切符　愛工大は19
度目

陸上競技部

6月19日 中日新聞 開催できる感謝届けたい　高校野球愛知大会組み合わせ決まる 附属高校

6月19日 中日新聞 ◇中部日本学生軟式野球リーグ（11日） 軟式野球部
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メディアで見る名城大学（2022年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月19日 東京新聞 トリエンナーレ負担金訴訟　河村氏控訴　泥沼対立続く 都市情報学部：昇秀樹教授

6月19日 日本経済新聞 ノーベル賞受賞者ら集結　京大125周年で式典 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月19日 毎日新聞 【池上彰のこれ聞いていいですか】安藤忠雄さん 池上彰教授

6月19日 毎日新聞 5回戦までの対戦決定　愛知大会186校175チーム 附属高校

6月19日 読売新聞 175チーム球児夏へ　高校野球県大会組み合わせ抽選 附属高校

6月19日 NHK 【ニュース東海3県】名城大で小学生から高校生の将棋大会

6月19日 テレビ愛知 【TXNニュース】未来の棋士を育成　子ども将棋大会

6月19日
東京新聞(中日新聞
社)

次世代電池の大本命　全固体電池、開発に期待　リチウムイオン電池
の弱点改良

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月19日 日刊スポーツ
ドラフト候補の日体大・矢沢宏太が先発　侍ジャパン大学代表選手選考
合宿紅白戦／速報します

経済学部4年：野口泰司さん、法学
部3年：松本凌人さん、伊藤雄紀さ
ん

6月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

今秋ドラ１候補日体大・矢沢宏太が二刀流アピール　１５１キロ直球打ち
返し二塁強襲の先制適時打

法学部3年：松本凌人さん

6月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学侍ＪＡＰＡＮ候補・紅組ｖｓ大学侍ＪＡＰＡＮ候補・白組 法学部3年：松本凌人さん

6月19日
月陸Online(陸上競技
社)

男子４００ｍはＵ２０日本選手権覇者の長葭遥斗が４７秒１５で激戦制す
「インターハイで４６秒前半の自己新を出したい」／ＩＨ東海

附属高校

6月20日 中日新聞（岐阜） ◇第91回県珠算競技大会（11日） 経営学部1年：上杉沙来さん

6月20日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】303　学ぶ力を鍛える（下）　歴史か
ら未来を考える

池上彰教授

6月20日 読売新聞 【高校竜王戦　県大会】八田さんV

6月20日 中日新聞 【社説】若者と選挙　投票に行かなきゃ損だ

6月20日 毎日新聞 毎日ジャーナリズムとは／１　池上彰さんがタブーなく語る 池上彰教授

6月20日 Yahoo!ニュース
亜細亜、上武大のエースが快投　大学代表選考合宿の紅白戦２試合目
は各野手にも快音

法学部3年：松本凌人さん

6月20日 日刊スポーツ
ドラフト候補の白鴎大・曽谷龍平が先発　侍ジャパン大学代表選考合宿
紅白戦／速報します

経済学部4年：野口泰司さん、法学
部3年：松本凌人さん、伊藤雄紀さ
ん

6月20日
日刊ゲンダイ
DIGITAL

秋山翔吾にメジャーが目もくれなかった「２つの致命傷」と日本球界争奪
戦の内幕

外国語学部：鈴村裕輔准教授

6月20日
livedoor ニュース
(LINE)

メジャーからオファーがなかった秋山翔吾　本塁打なしと年齢がネックか 外国語学部：鈴村裕輔准教授

6月20日
Infoseek ニュース(楽
天)

ＴＨＥ　Ａｓｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ　Ｓｕｍｍｉｔ　２０２２が大盛況のうちに閉幕！ 天野浩特別栄誉教授

6月20日 スポニチ
大学日本代表発表　矢沢、蛭間、山田らドラ１候補が選出　２年生の１５
７キロ右腕も

経済学部4年：野口泰司さん

6月20日
livedoor ニュース
(LINE)

大学野球日本代表２４人を選出　二刀流・矢沢は「まずは投手で」大久
保監督明かす

経済学部4年：野口泰司さん

6月20日 msnニュース
【大学野球】　早大・蛭間拓哉、日体大・矢沢宏太ら大学日本代表２４人
が決定…大学日本代表選考合宿最終日

経済学部4年：野口泰司さん

6月20日 dニュース(NTTドコモ)
二刀流、日体大・矢沢宏太は背番号１　大学日本代表２４人発表　７・８
オランダで国際大会開幕

経済学部4年：野口泰司さん

6月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学日本代表２４人を発表　７・８開幕「ハーレム・ベースボール・ウイー
ク」に臨む

経済学部4年：野口泰司さん

6月20日 msnニュース 大学日本代表に日体大の二刀流・矢沢宏太、立大・山田健太ら２４人 経済学部4年：野口泰司さん

6月20日 朝日新聞デジタル バイト先の売れない古着に心痛めた　大学生が「アップサイクル」団体
トップリーフ、経営学部4年：大嶺光
輝さん

6月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学ジャパンに日体大の二刀流左腕・矢沢宏太ら２４人選出　７月オラ
ンダ・ハーレム国際大会で連覇目指す

経済学部4年：野口泰司さん

6月20日 Yahoo!ニュース
池上彰さん、間違えていませんか？　中国共産党「党主席」制度に関し
て

池上彰教授

6月20日 dニュース(NTTドコモ)
「二刀流」矢沢宏太ら２４人、大学「侍ジャパン」選出…ハーレムベース
ボールへ

経済学部4年：野口泰司さん

6月20日
livedoor ニュース
(LINE)

侍ジャパン・大学代表のメンバー発表　７月にオランダで開催される国際
大会に出場

経済学部4年：野口泰司さん
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メディアで見る名城大学（2022年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月20日 dニュース(NTTドコモ)
今秋ドラフト候補が自己最速１５２キロ　専大・菊地吏玖が侍大学合宿で
アピール「２部でも日の丸背負える」

経済学部4年：野口泰司さん

6月20日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

専大の１５２キロ右腕・菊地吏玖が大学日本代表入り　２部でも「できる
ところを証明したい」

経済学部4年：野口泰司さん

6月21日 朝日新聞
音楽・芸術「何の役に？」県立芸大・北住教授は問う　日東工業がドキュ
メンタリー

理工学部：古川裕之教授

6月21日 中日新聞
学生が映画　本格制作へ　名古屋学芸大　撮影、編集、配給、宣伝…プ
ロから吸収

卒業生：佃典彦さん

6月21日 中日スポーツ 名城大・野口「大学・侍入り」　国際大会へ24人発表 経済学部4年：野口泰司さん

6月21日 読売新聞（大阪） 大学侍24人発表 経済学部4年：野口泰司さん

6月21日 中日新聞 ★大学日本代表に矢沢ら 経済学部4年：野口泰司さん

6月21日 dニュース(NTTドコモ)
日体大・矢沢宏太、代表でも二刀流「どの役割でも選ばれたい」大学代
表選考合宿

経済学部4年：野口泰司さん

6月21日 毎日新聞 毎日ジャーナリズムとは／２　ネット時代の新聞「中身を鍛えるしか」 池上彰教授

6月21日
十勝毎日新聞電子
版

「好奇心をもって学ぶことは若さを保つ秘けつ」　池上さん音更で特別講
演

池上彰教授

6月22日 毎日新聞 毎日ジャーナリズムとは／３　本当に伝えるべきことは 池上彰教授

6月22日 薬事日報 井上会長を再任　日本私立薬科大学協会 薬学部：神野透人教授

6月22日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】リケジョ４人がＡＲ技術を用いた「わくわくする科学実験」アプ
リを開発

理工学部4年：林美初さん、本多紗
彩さん、農学部4年：大畑りおさん、
法学部4年：岡部百音さん

6月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

東邦を筆頭に愛工大名電、享栄が僅差で追い、　星城、中京大中京、至
学館に豊川、中部大春日丘らが次のグループ／愛知展望

附属高校

6月22日 エキサイトニュース
池上彰さん、間違えていませんか？　中国共産党「党主席」制度に関し
て（１）【中国問題グローバル研究所】

池上彰教授

6月22日 grape 池上彰の出身大学は？　「当時はストライキが続いていて…」 池上彰教授

6月22日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】名古屋発祥スポーツ「タスポニー」の体験会を実施 農学部：香村恵介准教授

6月23日 朝日新聞（栃木） 【2022参院選】暮らし・安全　争点 卒業生：板倉京さん

6月23日 東京新聞 １都７県　立候補者 卒業生：板倉京さん

6月23日 読売新聞（栃木） 最多6人1議席争う 卒業生：板倉京さん

6月23日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】薬学部特任教授に柔道のオリンピック金メダリスト野村忠宏
さんが就任

薬学部：野村忠宏特任教授

6月23日
マチパブ(レッドク
ルーズ)

第４回「逢初川土石流の発生原因調査検証委員会」の開催 理工学部：小髙猛司教授

6月23日
FINDERS(シー・エヌ・
エス・メディア)

池上彰と考える、デジタルトランスフォーメーションで拓く未来と歴史的な
転換点　「Ｌｅｎｏｖｏ　Ｃ－Ｓｕｉｔｅ　Ｃｈａｔ　Ｓｈｏｗ」が７月８日（金）にオンラ
イン配信

池上彰教授

6月23日 ★NHK NEWS WEB 【特集】古着をエコバッグに！アップサイクルに取り組む大学生
トップリーフ、経営学部4年：大嶺光
輝さん

6月24日 中日新聞 スクリーンで戦争考えよう　東区であす「平和映画祭」 経済学部：井内尚樹教授

6月24日 中日新聞（夕刊） 【目耳録】ゼロコロナ 外国語学部4年：小林成美さん

6月24日 日本経済新聞 【大学SDGsカンファレンス】身近な課題　文理融合で 池上彰教授

6月24日 毎日新聞 【大学受験NOW】東海地区　各校特色生かし

6月24日 ★日経ビジネス ［新連載］老朽インフラに迫る危機　愛知の漏水、目視検査の限界露わ 理工学部：小髙猛司教授

6月24日
ガジェット通信(東京
産業新聞社)

次世代を担うクリエイターはキミだ！「日本ゲーム大賞２０２２　Ｕ１８部
門」のオンライン予選大会に進出する１３組が決定！

愛知総合工科

6月24日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】学生のチームがＴｏｎｇａｌｉビジネスプランコンテスト本選で「右
上がり賞」を受賞

理工学部3年：中西 玄さん、神谷 亮
汰さん、都市情報学部3年：鈴木 菜
央さん、農学部3年：北村 梨華さん

6月24日
livedoor ニュース
(LINE)

大学野球選手権で評価が上昇、ドラフト上位候補の投手３人　敵将も
「絶対打てない」直球に脱帽

人間学部4年：真田拓さん

6月24日
livedoor ニュース
(LINE)

身長１６６センチの名手、大会打率８割、超強肩捕手…大学野球選手権
で猛アピールした４人のドラフト候補

法学部3年：松本凌人さん
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メディアで見る名城大学（2022年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月24日 4Gamer.net(Aetas)
日本ゲーム大賞２０２２「Ｕ１８部門」，７月１０日に開催されるオンライン
予選大会に挑む１３組が決定　ライブ配信も実施

愛知総合工科

6月24日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　第６８回東海学生サッカートーナメント　兼　総理大臣杯予
選　いよいよ開幕！１，２回戦　６／２５，２６結果速報！

蹴球部

6月25日 TBS
【まるっと！サタデー】お願い止まって！゛殺人横断歩道″歩行者優先も
70％一時停止せず

薬学部：マーク・リバック准教授

6月25日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】新設の情報工学部が学内版プログラミングコンテストを実施
情報工学部1年：左右都（そうず）巧
さん

6月25日 エキサイトニュース 【東海学生サッカートーナメント１回戦】まもなく開始！愛知東邦ｖｓ名城 蹴球部

6月25日 エキサイトニュース 【東海学生サッカートーナメント１回戦】愛知東邦が名城を延長戦で制す 蹴球部

6月25日 ノアドット 【野球】萩尾、廣瀬、橋本達の３名が侍ジャパン大学日本代表に選出！
経済学部4年：野口泰司さん、法学
部3年：伊藤雄紀さん

6月26日 中日新聞 模型で学ぶ人体の不思議　天白区　名城大などが親子向け教室

6月26日 中日新聞 【栄中日文化センターだより】新講座「愛知の醸造・発酵文化を味わう」 農学部：加藤雅士教授

6月27日 中日新聞 【思い出グルメ】「牛コロ宮内」北区　佐藤嘉洋さん 卒業生：佐藤嘉洋さん

6月27日 中日新聞 【sports愛知】◇東海高校総体ウエイトリフティング（18、19日） 附属高校

6月27日 中日新聞 【sports愛知】◇東海高校総体柔道（18、19日） 附属高校

6月27日 中部経済新聞 難民受け入れ国に支援を 都市情報学部：稲葉千春教授

6月27日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】304　参院選の意義を問う 池上彰教授

6月27日 Yahoo!ニュース 池上彰×増田ユリヤ　ウクライナ「避難民」と呼ぶ理由 池上彰教授

6月27日 ノアドット 池上彰「円安のいまインバウンド受け入れれば日本は経済的に潤う」 池上彰教授

6月27日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

「東海・北陸地方」で卒業生が優秀だと思う私立大学ランキングＴＯＰ２
８！　第１位は「名城大学」【２０２２年最新投票結果】

6月28日 中日新聞 「目指せ甲子園」頂点狙う私学4強 附属高校

6月28日 中京テレビ
【キャッチ！】アスリート全力応援　史上初　全国6連覇の偉業へ　レジェ
ンドならでは゛深い激励″

女子駅伝部

6月28日 ★Yahoo!ニュース 新車種誕生が契機、裾野広がる　トヨタ東日本発足１０年（１）現地調達 経営学部：田中武憲教授

6月28日 朝日新聞デジタル ＜お知らせ＞オーサー・ビジット参加校募集 池上彰教授

6月28日
月陸Online(陸上競技
社)

Ｕ２０世界選手権代表発表！佐藤圭汰、＆＃２６６２５；田大輝、村上来
花らが世界に挑む

人間学部1年：柳樂あずみさん

6月28日 msnニュース
ジャイアンツのキャプラー監督は国歌斉唱拒否　選手や指導者が社会
問題に関わることの是非【メジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

6月29日 朝日新聞 不用品　アイデアで新たな価値を　名城大生が「アップサイクル」団体
トップリーフ、経営学部4年：大嶺光
輝さん

6月29日 中日新聞 【学ぶ】令和の学生に聞く　参院選にもの申す 経営学部2年：浜田清士郎さん

6月29日 読売新聞 高校野球　県大会　ブロック展望３ 附属高校

6月29日 ★Yahoo!ニュース
土石流の発生原因「大量の地下水が流れ込み盛り土が崩壊した」静岡
県の検証委員会が最終報告案示す（静岡・熱海市）

理工学部：小髙猛司教授

6月29日 建通新聞 中部ＤＸセンターで名城大生にＩＣＴ講座

6月29日
工場タイムス(イン
ターワークス)

高校で“指名漏れ”の悔しさバネに…『侍Ｊ』初選出の名城大学・野口泰
司　今秋のドラフトに向けアピ．．．

経済学部4年：野口泰司さん

6月30日 中日新聞（西濃） 畳の可能性　大学生と探る

6月30日 スポニチ
テレ東　池上彰氏の選挙特番に意気込み「忖度なしの緊張感あふれる
中継になるかと思います」

池上彰教授

6月30日
livedoor ニュース
(LINE)

テレ東社長、参院選特番の「池上無双」に期待「これからの政治を若い
方にも知っていただける」

池上彰教授

6月30日
livedoor ニュース
(LINE)

テレ東、参院選は前日にも池上無双　約１０年ぶりに事前特番 池上彰教授

6月30日 Yahoo!ニュース
大学日本代表選考合宿に参加した捕手６名は強肩＆ドラフト候補！抜
群のスローイングに注目

経済学部4年：野口泰司さん
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