
メディアで見る名城大学（2022年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月1日 中日新聞 【参院選2022】時代にそぐわぬ保育士配置基準　園児の安全守れる？ 経済学部：蓑輪明子准教授

7月1日 中部経済新聞 CNテーマに特別講演開く　名城大学

7月1日 読売新聞 【参院選2022】「若者も投票へ」学生訴え　チラシ手に商店街で活動

7月1日
月陸Online(陸上競技
社)

オレゴン世界陸上の代表決定！　総勢６４名のチームジャパンが世界に
挑む！

外国語学部4年：小林成美さん

7月1日
47NEWS(全国新聞
ネット)

萩谷、小林、君嶋が世界陸上へ 外国語学部4年：小林成美さん

7月1日 グノシー
【陸上】オレゴン世界選手権日本代表６４名が決定！　１００００ｍの田澤
廉、１００ｍＨの福部真子らが初選出

外国語学部4年：小林成美さん

7月1日
月バレ.com(日本文
化出版)

西日本インカレ男子　ベスト１６が決定 バレーボール部

7月1日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

男子１００の坂井隆一郎ら代表入り＝ＤＬ優勝の北口榛花も―世界陸上 外国語学部4年：小林成美さん

7月1日 @niftyニュース 陸上世界選手権の代表選手 外国語学部4年：小林成美さん

7月2日 読売新聞
【キャンパス発　名城大・日本酒研究会】青木酒造　理想の米で酒　個性
磨く

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、外国語学部1年：堀
田和秀さん

7月2日 日刊スポーツ 侍ジャパン大学日本代表－ＥＮＥＯＳ／オープン戦速報します 経済学部4年：野口泰司さん

7月2日
JPubb(レッドクルー
ズ)

講演会「近未来への招待状～ナイスステップな研究者２０２１からのメッ
セージ～」第３回：７月２９日開催の御案内

天野浩特別栄誉教授

7月2日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

侍ＪＡＰＡＮ大学代表ｖｓＥＮＥＯＳ 経済学部4年：野口泰司さん

7月3日 ★朝日新聞
名城大学■名城大学総合研究所カーボンニュートラル研究推進機構
キックオフ特別講演会

佐川眞人カーボンニュートラル研究
推進機構シニアフェロー

7月3日 中日新聞 野依さん業績たたえ胸像　名大で除幕　歴史的化学論文大賞　機に 野依良治客員教授

7月3日 日刊スポーツ
二刀流の矢沢宏太は「３番ＤＨ」侍ジャパン大学日本代表－東芝／オー
プン戦速報します

経済学部4年：野口泰司さん

7月3日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

侍ＪＡＰＡＮ大学代表ｖｓ東芝 経済学部4年：野口泰司さん

7月3日 グノシー 本戦がスタート、男子シングルス１回戦が終了　［Ｒ４夏季東海学生］ 硬式庭球部

7月4日 ★中部経済新聞 ネオジム磁石　発明者の講演会　13日に名城大学
佐川眞人カーボンニュートラル研究
推進機構シニアフェロー

7月4日 中日新聞 【科学】日本初の素材で水問題に挑む 飯島澄男終身教授

7月4日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】経済学を楽しもう 池上彰教授

7月4日 毎日新聞 【学校とわたし】認め叱ってくれた恩師　プロ野球・広島投手　栗林良吏 卒業生：栗林良吏さん

7月4日 Yahoo!ニュース 大学日本代表が東芝とオープン戦！３－０で勝ち切る 経済学部4年：野口泰司さん

7月4日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

旭化成は“野武士集団”　住宅からサランラップまでチャレンジ精神 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月4日 Yahoo!ニュース
本戦２日目は女子シングルス１回戦がすべて終了　［Ｒ４夏季東海学生
テニス］

経営学部3年：加藤和さん、農学部2
年：山北龍一さん、経営学部4年：水
越健太さん、理工学部2年：國保東
馬さん

7月5日 朝日新聞（夕刊）
【2022参院選】特番　投票前に見たいのに　政治的公平性　池上さんも
苦慮

池上彰教授

7月5日 ★日刊工業新聞 名城大、13日に特別講演会
佐川眞人カーボンニュートラル研究
推進機構シニアフェロー

7月5日
livedoor ニュース
(LINE)

“二刀流”に“１５７キロ右腕”…ドラフト候補が躍動！　侍ジャパン・大学
代表の実力は？

経済学部4年：野口泰司さん

2022/8/4

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。
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メディアで見る名城大学（2022年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月5日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】女子駅伝部　小林成美選手が世界陸上、柳樂あずみ選手
がＵ２０世界陸上にそれぞれ日本代表に決定！

外国語学部4年：小林成美さん、人
間学部1年：柳樂あずみさん

7月5日 朝日新聞デジタル 「池上無双」いつも投票後なのはなぜ？　テレビが気にする「第４条」 池上彰教授

7月5日 Yahoo!ニュース
本戦３日目が終了、男女ともにシングルスのベスト１６が出揃う　［Ｒ４夏
季東海学生テニス］

経営学部4年：水越健太さん、理工
学部2年：國保東馬さん

7月5日 朝日新聞デジタル
（Ｎ４Ｕ　教科書で学べない政治教室　２０２２参院選）特番、投票前に見
たいのに　公平性、池上さんも苦慮

池上彰教授

7月5日 福井新聞
政治家になってほしい著名人はだれですか？　参院選に合わせ福井新
聞がアンケート、皆さんの回答は…

池上彰教授

7月6日 中日新聞 瀬戸出身の太田さん　震災復興の活動紹介　母校の名城大で 卒業生：太田海さん

7月6日 msnニュース
テレビ局が「選挙前報道」に極度に“及び腰”になるきっかけとなった事
件とは？　テレ東の事前特番が英断と言える理由

池上彰教授

7月6日 ノアドット 【名城大学】カーボンニュートラル研究推進機構創立記念　特別講演会
佐川眞人カーボンニュートラル研究
推進機構シニアフェロー

7月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

プロも注目！名城大の強肩強打捕手　侍ジャパン大学日本代表で「正
捕手＆４番を狙いたい」

経済学部4年：野口泰司さん

7月7日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】被災地に身を置き被災者から学ぶ 都市情報学部：柄谷友香教授

7月7日 msnニュース
池上彰×保阪正康　第一次世界大戦とウクライナ侵攻が類似する「まさ
か」の事態

池上彰教授

7月7日 薬事日報 神戸薬科大学　研修会　２０２２／０７－２０２２／０９ 薬学部：大津史子教授

7月7日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

【東海・北陸地方】「名前がカッコいいと思う私立大学」ランキングＴＯＰ３
３！　第１位は「名城大学」に決定！【２０２２年最新投票結果】

7月8日 朝日新聞 朝日カルチャーセンター　◆入門日本仏教史 齋藤滋非常勤講師

7月8日 朝日新聞
【第104回全国高校野球選手権　愛知大会】雨天順延や継続試合で日
時・球場変更　あす再開

附属高校

7月8日 朝日新聞（栃木） 上野氏 引き続き優勢 卒業生：板倉京さん

7月8日 中日新聞 ★CNテーマに講演

7月8日 中日新聞 ◇牧書会第47回教育競書展 附属高校

7月8日 ★VICE World News
Assassination of Former Japanese Leader Shinzo Abe Took the World
By Shock

外国語学部：鈴村裕輔准教授

7月8日 朝日新聞
【第104回全国高校野球選手権　愛知大会】雨天順延や継続試合で日
時・球場変更　あす再開

愛知総合工科

7月8日
livedoor ニュース
(LINE)

テレ東の「池上無双」、ついに終了か…参院選特番のもう一つの焦点
視聴率にかげりが見えてきた要因

池上彰教授

7月8日
Sportsnavi(YAHOO!
JAPAN)

【ホクレンＤＣ】日本代表の小林が世界陸上へ向け出場、ＭＧＣファイナ
リストも多数参戦！東京パラリンピック女子マラソン金メダル道下にも注
目　北見大会ライブ配信＆スーパーチャット実施！

外国語学部4年：小林成美さん

7月8日 PRESIDENT Online
ついに「池上彰離れ」まで起きている…テレビ局内部でも不評な”選挙特
番”に価値はあるのか　「横並び放送」では視聴者に見向きもされない

池上彰教授

7月9日 朝日新聞（栃木） 6氏 訴え最終盤 卒業生：板倉京さん

7月9日 読売新聞 【NIE教育に新聞を】実践校決まる 附属高校

7月9日 @niftyニュース
【２０２２ドラフト候補ランキング｜１１～２０位】専修・菊地、大阪ガス・河
野ら本格派右腕が存在感　高校＆大学ナンバーワン捕手も登場＜ＳＬＵ
ＧＧＥＲ＞

経済学部4年：野口泰司さん

7月9日
AERA dot.(朝日新聞
出版)

池上彰「ロシアの歴史認識の違いはとても深刻」　保阪正康と語った第
二次世界大戦の“真相”

池上彰教授

7月9日 PRESIDENT Online
「無謀な命令を繰り返し、部下を無駄死にさせる”乃木希典”のような上
司」をスマートにかわす最良の対処法　池上彰と佐藤優が伝授

池上彰教授

7月9日
月陸Online(陸上競技
社)

３０００ｍで荒井七海が日本歴代５位の７分４８秒５０　女子は後藤夢が
歴代６位の８分４９秒６５／ホクレンＤＣ北見

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

7月9日 エキサイトニュース
テレ東　安倍元首相死去で緊急報道特番に変更　池上彰「許されざる事
件が起きてしまいました」

池上彰教授

7月9日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰氏がテレ東「安倍元総理死去」ニュース番組に出演　透けて見え
る「選挙特番への“焦り”」

池上彰教授

7月9日 朝日新聞デジタル 池上彰さん「暴力を非難する機運を」　安倍元首相銃撃事件に識者らは 池上彰教授

7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８節】名城が愛知教育との一
進一退を制す

蹴球部

2 / 8 



メディアで見る名城大学（2022年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月10日 朝日新聞（栃木） 一票、誰に投じる　きょう投開票　参院選 卒業生：板倉京さん

7月10日 テレビ愛知 【サンデージャーナル】愛知で調査　世代で違う？若者の゛朝食意識″

7月10日
サンデー毎日（7月10
日号）

【大学プレスセンター　ニュースダイジェスト】ウィズコロナで挑戦広がる
学生たちのアクティビティー

7月10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　７／９
結果更新！次回７／２３，３０

蹴球部

7月10日 エキサイトニュース
「池上無双」人気に陰り？　注目の選挙開票特番、太田光や橋下徹氏
の登場で視聴率もインパクトも苦戦か

池上彰教授

7月10日 スポニチ
池上彰氏　安倍元首相と緊張感あったインタビュー「そういうやり取りが
できなくなってしまったことは残念」

池上彰教授

7月10日 スポニチ
池上彰氏が苦言　生稲晃子氏の“出演拒否”に対する陣営側の衝撃回
答にスタジオも騒然

池上彰教授

7月10日 エキサイトニュース
池上彰氏　自民・生稲晃子氏の「当選インタビュー」拒否を暴露　…陣営
が明かした衝撃理由も

池上彰教授

7月10日 @niftyニュース
池上彰氏「政治家としての責務、責任ではないのか」生稲晃子氏の番組
出演拒否に苦言

池上彰教授

7月10日 dニュース(NTTドコモ)
池上彰氏　選挙特番ＮＧの生稲晃子氏に「政治家としての責任」疑問符
陣営の衝撃暴露に唖然

池上彰教授

7月10日 ＆(朝日新聞社) 池上彰氏、生稲晃子氏に苦言 池上彰教授

7月10日 @niftyニュース
池上彰氏、山本太郎氏の「鞍替え」に「去年の選挙で投票した方々への
裏切りになるのではないか」

池上彰教授

7月10日 スポニチ
池上彰氏　日本歯科医師連盟に取材申し込みも…４７都道府県すべて
から「お断り」

池上彰教授

7月10日 エキサイトニュース
池上彰氏　「連合」トップに自民党への“すり寄り疑惑”を直撃　芳野会長
の答えは…

池上彰教授

7月10日
modelpress(ネットネ
イティブ)

池上彰　岸田文雄首相に“検討使”のレッテルいじるも「十分承知をして
おります」

池上彰教授

7月10日
modelpress(ネットネ
イティブ)

池上彰氏　ｖｓ　公明党・山口代表　女性議員の数めぐりバッチバチ激論
「重点候補に入れていない」

池上彰教授

7月10日 エキサイトニュース
池上彰氏、山本太郎氏のくら替え出馬に「衆院選で投票した方への裏切
りになるんじゃないか」…山本氏は反論

池上彰教授

7月10日 エキサイトニュース
池上彰氏と公明党・山口代表がまたバッチバチ！　女性議員の数めぐり
双方譲らず【参院選】

池上彰教授

7月10日 スポニチ
池上彰氏、自身の“投票術”明かす　意中の候補者が不在の場合は「あ
えて消去法」

池上彰教授

7月10日 BuzzFeed News
「もっと早くおやりになればよかったのでは？」公明党の女性候補者の少
なさに池上氏が切り込み　その答えは…

池上彰教授

7月10日 @niftyニュース
【参院選】岸田首相、池上彰氏からの「検討士」言及に「私の口癖、重々
承知しております」

池上彰教授

7月10日 エキサイトニュース
池上彰氏　選挙特番から退陣？“切れ味ない”のアンケート結果に消沈
「抑えている部分がある」

池上彰教授

7月10日
livedoor ニュース
(LINE)

「池上無双」切れ味微妙か　生特番でヘコむ「そろそろ退陣」鋭くない５
６％投票に

池上彰教授

7月11日 岐阜新聞 岐阜選挙区　投票率53.59％ 都市情報学部：昇秀樹教授

7月11日
modelpress(ネットネ
イティブ)

生稲晃子　池上彰の“出演拒否”暴露に陣営反発「誰が言った？ありえ
ない」「怒ってる」

池上彰教授

7月11日 @niftyニュース
池上彰氏苦笑い「退任しろと言うことですかね」選挙特番の切れ味「鋭く
なかった」が５６％

池上彰教授

7月11日 RBB TODAY(イード)
池上彰、生稲晃子氏の“選挙特番出演ＮＧ”に苦言「皆さんに伝えるの
が責務」

池上彰教授

7月11日 文藝春秋digital
日本左翼１００年の総括（１）　池上彰×佐藤優　なぜ日本に健全な野党
が根付かなかったのか？　共産党、社会党、新左翼……彼らは何を残
し、何を壊したのか

池上彰教授

7月11日 文藝春秋digital
日本左翼１００年の総括（３）　池上彰×佐藤優　しのびよる左翼の時代
地球環境と世界戦争の危機を前に、共産主義は甦るか？

池上彰教授

7月11日 文藝春秋digital
日本左翼１００年の総括（２）　池上彰×佐藤優　日本の左翼　百年間の
黒歴史　闘争、リンチ、内ゲバ、そして自己正当化…

池上彰教授

7月11日
livedoor ニュース
(LINE)

生稲晃子氏の選対事務所、「選挙特番全局ＮＧ」報道に困惑「正式に取
材を申し込まれたわけではない」

池上彰教授

7月11日 @niftyニュース
テレ東「池上彰の参院選ライブ」７・１％　池上氏が５３歳下の新成人鈴
木福らと議論

池上彰教授

7月11日
livedoor ニュース
(LINE)

生稲氏支援の自民都議、池上番組に怒り心頭　「これを公共の電波で
仕掛けた責任は重い」

池上彰教授
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メディアで見る名城大学（2022年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月11日 財経新聞
申込件数２万５千件突破！今年も大盛況　オンライン説明会から始める
ＤＸ時代の進路選び

7月11日
オリコンミュージック
ストア

生稲晃子氏の選挙対策事務所、テレ東Ｐ＆池上彰氏に謝罪・訂正求め
る　関係者の話は「事実ではありません」

池上彰教授

7月11日 エキサイトニュース
生稲晃子氏の選対が池上彰氏らに抗議文「社会的信用と名誉を著しく
棄損」謝罪と訂正求める

池上彰教授

7月12日 ★毎日新聞 【参院選2022】労組の運動　岐路に 都市情報学部：昇秀樹教授

7月12日
月陸Online(陸上競技
社)

小林成美の世界陸上派遣見送り　新型コロナ陽性のため 外国語学部4年：小林成美さん

7月12日 建通新聞 【今日の話題】名城大学　天白キャンパス内に新広場

7月12日
SAKISIRU(ソーシャル
ラボ)

自民・生稲晃子選対が猛抗議、池上彰氏とテレ東に「おごり」はなかった
か

池上彰教授

7月12日
J-Net21(中小企業基
盤整備機構)

自動車関連企業の業態転換セミナー：中部経産局 経営学部：田中武憲教授

7月12日
大学プレスセンター
(大学通信)

多剤耐性を示すレンサ球菌の新種発見！－－Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｔｏｙａｋ
ｕｅｎｓｉｓと大学ドメイン名を命名－－

薬学部：輪島丈明准教授

7月12日 スポニチ
陸上・小林成美　コロナ陽性で世界選手権の派遣見送り　出発当日の
検査で判明

外国語学部4年：小林成美さん

7月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【世界陸上】出発時の空港抗原検査でコロナ陽性…女子１万ｍ代表・小
林成美の派遣見送り

外国語学部4年：小林成美さん

7月12日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

女子１万メートルの小林成美が世界陸上を欠場　新型コロナで 外国語学部4年：小林成美さん

7月12日 エキサイトニュース
【陸上】小林成美　体調良好だが…コロナ陽性で世界陸上欠場「誠に申
し訳ありません」

外国語学部4年：小林成美さん

7月12日 毎日新聞 生稲晃子氏の選対がテレ東と池上彰氏に抗議文　「事実と異なる」 池上彰教授

7月12日
どうしん電子版(北海
道新聞社)

初当選の自民・生稲氏選対が抗議文　テレ東と池上彰氏に 池上彰教授

7月12日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

中京大中京が逆転で初戦突破、岡崎北が激戦制す！夏の愛知大会＜
１２日の試合＞

附属高校

7月13日 朝日新聞 ■世界陸上代表の小林がコロナ陽性で派遣見送り 外国語学部4年：小林成美さん

7月13日 中日新聞 ★小林が陽性、派遣見送り 外国語学部4年：小林成美さん

7月13日 読売新聞（大阪） ◆小林がコロナ陽性で欠場 外国語学部4年：小林成美さん

7月13日 読売新聞（東京） ◆小林がコロナ陽性で欠場 外国語学部4年：小林成美さん

7月13日
livedoor ニュース
(LINE)

生稲晃子氏と池上彰氏とのトラブル、起死回生の裏情報がアダとなっ
た？

池上彰教授

7月13日
月陸Online(陸上競技
社)

【世界陸上】みどころチェック　田中希実、廣中璃梨佳ら中長距離が盛
況！女子４継は日本記録目指す／女子トラック編

外国語学部4年：小林成美さん

7月13日 4years.(朝日新聞社)
山本有真が２８年ぶりの学生新、世界陸上日本代表も　ホクレンＤＣ士
別・深川・千歳

人間学部4年：山本有真さん

7月13日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

誉が接戦制す、成章は苦しみながらサヨナラ発進！夏の愛知大会＜１３
日の試合＞

附属高校

7月14日 朝日新聞 名古屋大付 夏は続く 附属高校

7月14日 朝日新聞（東京） 第104回全国高校野球選手権大会13日 附属高校

7月14日 中日新聞 CN研究推進へ　名城大が新機構
佐川眞人カーボンニュートラル研究
推進機構シニアフェロー

7月14日 中日新聞 高校野球地方大会13日 附属高校

7月14日 中日新聞
高校野球愛知大会２０２２　第６日　パロマ瑞穂球場　好機つかみ栄徳
逃げ切る

附属高校

7月14日 中日新聞 高校野球愛知大会２０２２　きのうの成績 附属高校

7月14日 読売新聞 誉8回3ランで勝利 附属高校

7月14日 読売新聞（東京） 全国高校野球第104回地方大会13日 附属高校

7月14日 FM愛知
【中電シーティーアイpresents Welcome　Generation】川澄未来子教授出
演

情報工学部：川澄未来子教授

7月14日 dニュース(NTTドコモ) 自宅でできる！やる気につながる！Ｗｅｂから始める大学選び
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メディアで見る名城大学（2022年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月14日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

【甘口辛口】陽性で世界陸上断念　「小林の悲劇」を感染予防の教訓に 外国語学部4年：小林成美さん

7月14日 Yahoo!ニュース
高３生に人気の大学ランキング２０２２　関東１位は早稲田大、関西は関
西大、東海は名城大

7月14日
オトナンサー(メディ
ア・ヴァーグ)

高校生「志願したい大学」ランキング、関東１位は早大、東海１位は名城
大、では関西１位は？

7月14日
BUSINESS INSIDER
JAPAN(メディアジー
ン)

志望したい大学・関東１位は「早稲田」、関西１位は？【高校生調査２０２
２】

7月14日 ITmedia ビジネス
高校３年生が志願したい大学ランキング　関東・東海・関西エリアの１位
は？：進学ブランド力調査２０２２（１／３　ページ）

7月14日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

関東で早大２年連続首位　大学「志願度」調査結果

7月14日
ENCOUNT(Creative2
)

早稲田大学が２年連続１位　高校生の「志願したい大学」関東エリア調
査、関西は？

7月14日 日刊スポーツ
志願したい大学「志願度」調査結果発表　関東は早大２年連続首位、２
位明大、３位青学大

7月14日 dニュース(NTTドコモ) 千葉学芸ｖｓ千葉黎明 人間学部1年：北田悠斗さん

7月15日 産業新聞
名城大のCN研究推進機構　シニアフェローに佐川氏（大同特顧問）
キックオフ特別講演会開く

佐川眞人カーボンニュートラル研究
推進機構シニアフェロー

7月15日 中日新聞（北勢） ウクライナ出身のアンナさんが講演 関口哲矢非常勤講師

7月15日 鉄鋼新聞 佐川大同特殊鋼顧問　名城大学で講演
佐川眞人カーボンニュートラル研究
推進機構シニアフェロー

7月15日
電子デバイス産業新
聞(産業タイムズ社)

福岡県半導体・デジタル産業振興会議は盛大に設立された！ 天野浩特別栄誉教授

7月15日 エキサイトニュース
高校生に聞く「志願したい大学」ランキング、関西１位は関西大学、関東
は？

7月15日
ICT教育ニュース(ア
ウトソーシングテクノ
ロジー)

高校生の「志願したい大学」１位は、関東「早稲田大」、東海「名城大」、
関西「関西大」　＝リクルート進学総研調べ＝

7月15日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】女子駅伝部の山本有真選手が３０００ｍで２８年ぶりに日本
学生記録を更新！

人間学部4年：山本有真さん

7月15日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

【東海地方の高校生が選んだ】「志願したい大学」ランキングＴＯＰ２０！
第１位は「名城大学」！【２０２２年最新調査結果】

7月15日
月陸Online(陸上競技
社)

サニブラウン、橋岡、三浦、田中、泉谷ら予選　女子１万ｍ決勝に廣中
＆五島／世界陸上Ｄａｙ１午後→Ｄａｙ２午前みどころ

外国語学部4年：小林成美さん

7月16日
日本経済新聞（夕
刊）

関東では早大　2年連続首位

7月16日 毎日新聞 「ネオジム磁石」佐川氏　世界に貢献して
佐川眞人カーボンニュートラル研究
推進機構シニアフェロー

7月16日
ニュースイッチ(日刊
工業新聞社)

東京薬科大などが発見した新種の「レンサ球菌」とは？

7月16日
au Webポータル
(mediba)

「おしゃれな」大学ランキング、関西１位は同志社大、関東１位は東京・
渋谷区にある有名大学

7月16日
Sportsnavi(YAHOO!
JAPAN)

【記録と数字で楽しむオレゴン世界陸上】女子１００００ｍ：アフリカ勢を相
手に入賞を目指す

外国語学部4年：小林成美さん

7月17日 朝日新聞 一票がない私たちの願うこと 法学部：近藤敦教授

7月18日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】305　参院選の報道を終えて 池上彰教授

7月18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)

高校生に人気の大学、関東は早稲田大学、関西は関西大学、東海は名
城大学

7月18日
livedoor ニュース
(LINE)

「平和的に台湾を飲み込む」中国の戦略が怖い訳 池上彰教授

7月18日
Infoseek ニュース(楽
天)

池上彰さんに聞く！「止まらない物価高に出口はある？」「節ガスが検討
される背景に何が？」

池上彰教授

7月18日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

東邦がコールド発進、愛知黎明はサヨナラ勝ち　夏の愛知大会＜１８日
の試合＞

愛知総合工科

7月18日 時事ドットコム
高校生の「志願したい大学」【関東】早稲田大学が２年連続１位　【東海】
名城大学が６年連続１位　【関西】関西大学が１５年連続１位

7月19日 中日新聞 戦争の悲惨さ　高校生ら訴え　名東区　紙芝居などで発表 附属高校

7月19日 中日新聞
【sports愛知】◇中部電力パワーグリッド名古屋市民スポーツ祭ウエイト
リフティング（９、１０日）

附属高校
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メディアで見る名城大学（2022年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月19日 メ～テレ
【アップ！】「仕事が欲しい」避難者の現状語る　名城大教授ポーランドな
ど訪問

都市情報学部：稲葉千晴教授

7月19日 msnニュース
「左派」はなぜ存在感を失ったのか？――過激化した左翼の功罪　思想
の免疫を身につける

池上彰教授

7月19日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】　“こだわり”を楽しみ、“夢中”を探究する若き華道家！？ 経営学部3年：小森田竹紀さん

7月19日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】建築学科の谷田研究室が市営住宅の定住促進案を報告 理工学部：谷田真准教授

7月20日 日経MJ アマダナ創業者が大学アパレル　関係性デザイン、魅力高める

7月20日 読売新聞 【高校総体2022】選手名簿１ 附属高校

7月20日 CBC
【NEWS23】名城大学の学生ら　リトアニアに逃れたウクライナ避難民を
支援

都市情報学部：稲葉千晴教授

7月20日 中京テレビ
【キャッチ！】駐日大使が相次いで名古屋に　杉原千畝の功績「伝わっ
ている」

都市情報学部：稲葉千晴教授

7月20日 日刊自動車新聞 〈新役員紹介〉大豊工業 卒業生：北川　洋一郎さん

7月20日
ビジネスジャーナル
(サイゾー)

「志願したい大学」早稲田＆明治が圧倒的人気の裏で横浜国立大と埼
玉大が躍進の理由

7月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

参院選、コロナ…池上彰さんが解説　小山で講演会 池上彰教授

7月20日 4years.(朝日新聞社)
「ＰＢ祭り」と話題になった２０周年記念ホクレンＤＣ網走、千歳を完全リ
ポート！

人間学部4年：山本有真さん

7月20日 中日新聞
［２０２２夏・高校野球］今年は東海３県ともに有観客開催！現地観戦の
イロハ＆携行グッズを紹介します

愛知総合工科

7月20日 文藝春秋digital
【７月２５日（月）２０時～池上彰×入山章栄「なぜ日本からイーロン・マス
クが生まれないのか？」】

池上彰教授

7月20日 エキサイトニュース
わいせつ画像撮るとＡＩが削除…児童の性犯罪被害防止で開発中のア
プリ　実用化に向け高校生からアイデア

附属高校

7月21日 中日新聞 難民支援　千畝の絆結実　名城大生　リトアニア大使に募金目録 都市情報学部：稲葉千晴教授

7月21日 読売新聞 早大、関大、名城大首位　高3の「志願したい」3地域調査

7月21日 読売新聞 【高校総体2022】選手名簿２ 附属高校

7月21日 中日新聞 プロの俳優陣迎え撮影　ワクワク　学生スタッフ「すごく緊張」 卒業生：佃典彦さん

7月21日 中日新聞 高校総体　県勢メンバー紹介　上 附属高校

7月21日 奈良新聞 「未来」テーマに小論文を募集　応募９月８日まで　１２月に最終審査 池上彰教授

7月21日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名古屋大学、名城大学】現役大学生が「手ぶら旅行、出張」を可能にす
るサービスを考案　始動へ

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

7月21日 BIGLOBE ニュース 志願したい大学、関西大学が関西１５年連続１位…関東・東海は？

7月22日 中日新聞 高校総体　県勢メンバー紹介　中 附属高校

7月22日 読売新聞 【高校総体2022】選手名簿３ 附属高校

7月22日
ダイヤモンドオンライ
ン

名古屋大が旧帝大で最も志願者を減らした裏事情、中部エリアの医学
部序列も劇変？

7月22日
livedoor ニュース
(LINE)

トヨタ自動車の「スライダーを捨てた男」が都市対抗で圧巻投球　アクシ
デント降板もドラフト上位候補に急浮上

卒業生：栗林良吏さん

7月22日 All About NEWS
高校生が選ぶ「東海エリアで志願したい大学」ランキング！　２位「名古
屋大学」、１位は？　【２０２２年】

7月22日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

愛工大名電、東邦、享栄は圧勝、名古屋国際と富田はサヨナラ勝ち　夏
の愛知大会＜２２日の試合＞

愛知総合工科

7月22日
FINDERS(シー・エヌ・
エス・メディア)

池上彰氏、「日本からＧＡＦＡ並の企業」も夢じゃない　「働き方改革」「医
療」「ビッグデータ」のＤＸ最新動向をレノボと徹底討論

池上彰教授

7月23日 東京新聞（夕刊）
命の募金　３国の絆結んだ　ウクライナ難民支援　千畝研究者ら　リトア
ニア大使へ目録

都市情報学部：稲葉千晴教授

7月23日 毎日新聞 柔道Ｖ3野村さん始球式 薬学部：野村忠宏特任教授

7月23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　延期分　７／
２３結果速報！

蹴球部
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メディアで見る名城大学（2022年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月23日 日刊自動車新聞 〈新役員紹介〉大同メタル工業 卒業生：吉田有宏さん

7月23日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

愛知総合工科、越せなかった３年前の壁　藤本君は５打数５安打の活
躍

愛知総合工科

7月23日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

豊田西が延長１１回で競り勝つ、中部大春日丘はコールド勝ち！夏の愛
知大会＜２３日の試合＞

愛知総合工科

7月24日 朝日新聞 ◇第67回全国高校軟式野球選手権愛知大会（23日） 附属高校

7月24日 中日新聞 部活中止ジム鍛錬の成果 愛知総合工科

7月24日 読売新聞 【青春譜】愛知総合工科3年　鈴木良芽投手 愛知総合工科

7月24日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

愛知ベスト１６出揃う！２４日にブロック決勝、８強の顔ぶれはいかに 愛知総合工科

7月24日 読売新聞オンライン 豊田西延長制し１６強 愛知総合工科

7月24日
47NEWS(全国新聞
ネット)

三好、豊田西が競り勝つ　高校野球愛知大会第１２日 愛知総合工科

7月24日 PRESIDENT Online
プーチンの目論見は完全に裏目に出た…軍事的中立を保っていたフィ
ンランドが西側に助けを求めたワケ　「ＮＡＴＯの東方拡大阻止」が戦争
の大義名分だったが…

池上彰教授

7月24日 PRESIDENT Online
なぜ日本人は田中角栄が大好きなのか…池上彰と佐藤優が考える「角
栄神話」が語り継がれる理由　小卒から総理にまで上り詰めた「特異な」
出自

池上彰教授

7月25日 京都新聞
京都大学ゆかりノーベル賞受賞者４氏が対談　「知の巨人」が次代に贈
る言葉とは

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月25日 PRESIDENT Online
特殊部隊しか持っていない銃で副社長が一家心中…ロシアで「民間人
のあからさまな不審死」が相次ぐワケ　池上彰「わざと証拠を残すのはソ
連時代からの伝統的手口」

池上彰教授

7月25日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】在日リトアニア大使を招き　特別講演会と「杉原千畝ウクラ
イナ難民募金」目録贈呈式を開催

都市情報学部：稲葉千晴教授

7月25日
livedoor ニュース
(LINE)

旧統一教会イベントへの祝電・改ざん問題　イベントの実行委員会の担
当者「深く陳謝しお詫びした」

都市情報学部：昇秀樹教授

7月26日 中日スポーツ 木下　栗林とバッテリー熱望 卒業生：栗林良吏さん

7月26日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】地域活性化に役立つ桑の葉の新用途 農学部：濱本博三准教授

7月26日 朝日新聞 ◇第67回全国高校軟式野球選手権愛知大会（25日） 附属高校

7月26日
時空旅人（Vol.69 9月
号）

現代に息づく　タイの呪術風景 外国語学部：津村文彦教授

7月26日 Yahoo!ニュース 安倍元首相殺害・山上容疑者の「鑑定留置」、考え得る理由と影響 元教職員：郷原信郎さん

7月26日 財経新聞
「スマート乳酸菌」に更なる可能性！　アレルギー反応を抑制するメカニ
ズムを解明

7月27日 朝日新聞 高校軟式野球　桜丘と名城大付　東海大会出場へ 附属高校

7月27日 中日新聞 【学ぶ】令和の学生に聞く　SDGｓやってますか 農学部4年：宮本和徳さん

7月27日 毎日新聞 桜丘と名城大付　東海大会出場に出場 附属高校

7月27日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】建築学科の谷田研究室がタイル・ラボのブースデザインに
向けキックオフ

理工学部：谷田真准教授

7月27日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名城大学】落合陽一氏を招き、「朝日教育会議２０２２フォーラム」を開
催

7月27日
livedoor ニュース
(LINE)

評判ガタ落ちの生稲晃子議員　後ろ髪ひかれ隊、ソロデビューに見る生
き方が今後のカギ

池上彰教授

7月27日
週刊実話WEB(日本
ジャーナル出版)

三原じゅん子、今井絵理子、生稲晃子…自民党元タレント議員“政治
的”身体検査

池上彰教授

7月27日
JPubb(レッドクルー
ズ)

静岡県熱海市伊豆山地区の土砂災害現場の盛土に含まれる軟質泥岩
礫

7月28日 朝日新聞 朝日教育会議2022　9月から

7月28日 中日スポーツ ドラ番記者 卒業生：栗林良吏さん

7月28日 日本経済新聞 長引く避難　生活支援の輪 法学部：近藤敦教授

7月28日 FM愛知
【中電シーティーアイpresents Welcome　Generation】太田 貴之教授出
演

理工学部：太田 貴之教授
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メディアで見る名城大学（2022年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月28日
幻冬舎 GOLD
ONLINE(幻冬舎ゴー
ルドオンライン)

日本人３名がノーベル賞獲得！「青色ＬＥＤの発見」に学ぶイノベーショ
ンの“生み方”

故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授、天野浩特別栄誉教授

7月28日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】経営学部の学生が被災地の復興支援で岩手県の物産品を
学内で販売

経営学部：田中武憲教授、ゼミ生

7月28日
食品と開発(イン
フォーマ マーケッツ
ジャパン)

丸善製薬、ヒハツ抽出物およびピペリン類のむくみ改善作用のメカニズ
ム、スマート乳酸菌のアレルギー反応抑制作用のメカニズムを解明

7月28日 Yahoo!ニュース
【セ・リーグ前半戦　投手編】戸郷翔征・４年目、森下暢仁・３年目ら各球
団　入団５年目以内の出場投手と登板数＆防御率　３球団が４点台

卒業生：栗林良吏さん

7月29日 中日スポーツ ドラ番記者 卒業生：栗林良吏さん

7月29日 中京テレビ 【キャッチ！】じゃがいもを育てたのに「トマトの実が⁉」正体は 農学部：森田隆史准教授

7月29日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

新・親も知らない今どき入試　私立大薬学部合格者数ランク　トータルで
は愛知・滝、慶大薬学部に強い千葉・県立

7月29日 教育家庭新聞
「第２７回ＮＩＥ全国大会宮崎大会」いまを開き　未来を拓く　ＮＩＥ　８／４・
５開催

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月29日 msnニュース
池上彰、安倍元首相の「国葬」に違和感　「歴史的評価が定まるのはこ
れから」

池上彰教授

7月29日
ICT教育ニュース(ア
ウトソーシングテクノ
ロジー)

名城大学、落合陽一氏を招き「朝日教育会議２０２２フォーラム」を１０月
１日開催

7月29日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

子ども記者、被災地を取材　双葉でジャーナリストスクール開校 池上彰教授

7月29日 BIGLOBE ニュース 志願したい大学＜性別＞関西女子１位「関西大」１５年連続

7月29日 BIGLOBE ニュース 志願したい大学＜文理別＞関東は早稲田・明治…東海・関西は？

7月29日 All About NEWS
男子高校生が「志願したい東海エリアの大学」ランキング！　２位「名古
屋大」、１位は？

7月29日 BIGLOBE ニュース 志願したい大学＜分野別＞情報学部は「近畿大」関西１位

7月30日
月陸Online(陸上競技
社)

＆＃２６６２５；田大輝＆佐藤圭汰メダル挑戦　男女競歩金メダル候補
女子４００ｍＨ松岡萌絵、やり投も表彰台圏内／Ｕ２０世界選手権展望

人間学部1年：柳樂あずみさん

7月31日 朝日新聞
シード校と各地区選考会の結果（秩父宮賜杯第54回全日本大学駅伝対
校選手権大会）

陸上競技部

7月31日 PRESIDENT Online
「中国には中国式の民主主義がある」米中会談で外交トップが放った言
葉から見える民主主義の危機　経済が発展すれば中国は民主化すると
考えていたアメリカの誤算

池上彰教授

7月31日 PRESIDENT Online
猛スピードで「ＡＩ大国」を目指す中国と２年後の新紙幣発行を予定する
日本の圧倒的な差　約１４億人のビッグデータが使い放題

池上彰教授

7月31日
Sportsnavi(YAHOO!
JAPAN)

【Ｕ２０世界選手権展望】２大会ぶり参戦の日本、次世代を担うエースた
ちが世界の舞台へ挑む！

人間学部1年：柳樂あずみさん

7月31日 朝日新聞デジタル 創志学園が団体総合Ｖ　全国高校ダンスドリル選手権 附属高校
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