2022/9/7
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8月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

8月1日 朝日新聞

「八っつぁんが熊さんに…」AEDの使い方 落語に

卒業生：獅鉄さん

8月1日 岐阜新聞

日露戦争布告の詔勅草案発見 「領土への欲望」露を非難

都市情報学部：稲葉千晴教授

8月1日 日本経済新聞

【チーム池上が行く！】働く経験 授業で積む

池上彰教授

陸上女子柳樂（富山出身）攻めの走り見せる Ｕ２０世界選手権１５００
メートル 初の大舞台へ

人間学部1年：柳樂あずみさん

8月1日 日刊自動車新聞

〈新役員紹介〉スズキ 市野一夫氏

卒業生：市野一夫さん

8月1日 e燃費(イード)

単三電池４０本レース、ＫＶ－Ｍｏｔｏはミツバイクが初開催の８連覇

愛知総合工科

8月1日

8月1日

webun(北日本新聞
社)

goo ニュース(NTTレ
愛知県吹奏楽コンクール、２日に開幕 有観客で開催
ゾナント)

8月1日 企業家倶楽部

素直であること 前向きであることが重要

附属高校
卒業生：藤田恭嗣さん

Infoseek ニュース(楽
【ジークスター東京】佐藤智仁コーチ就任のお知らせ
卒業生：佐藤智仁さん
天)
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
8月1日 Yahoo!ニュース
い千葉・県立
女子高校生が「志願したい東海エリアの大学」ランキング！ ３位「名古
8月1日 All About NEWS
屋市立大学」、同率１位は？
8月1日

8月2日 朝日新聞

高校軟式野球 岐阜であす開幕 東海大会

附属高校

8月2日 中日新聞

★脇田女流初段が東京へ

卒業生：脇田菜々子さん

8月2日 msnニュース
8月2日 PRESIDENT Online
8月2日

大学プレスセンター
(大学通信)

スポーツは「不況に強い」といっても…大リーグも凝視するＦＲＢの利上
外国語学部：鈴村裕輔准教授
げの行方【メジャーリーグ通信】
プーチンと親しく、ＬＧＢＴは大嫌い…そんな「ハンガリーのトランプ」が１７
年間も首相を続けられるワケ 「オルバン首相は弱者の気持ちを分かっ 池上彰教授
ている」
名城大学情報工学部が９月１０日にオンラインイベント開催

8月2日 Yahoo!ニュース

東邦、中京大中京、享栄のブロックは？秋季愛知県大会名古屋地区１
次予選組み合わせが決定！

附属高校

8月3日 ★教育学術新聞

薬学部に新設抑制の方針

薬学部：長谷川洋一教授

8月3日 読売新聞

新人落語家 東海を奔走

卒業生：獅鉄さん

8月3日 東日新聞

高校生ら議論を深め発表

附属高校

8月3日 薬事日報
8月3日 PRESIDENT Online
8月3日 中日新聞
8月3日 ノアドット

【厚労研究報告書】約９割が２４時間対応体制‐地域連携薬局で充実傾
向
いつになったら日本人はマスクを外せるのか…「第７波」におののく日本
と「コロナ禍」を脱した海外の決定的違い 岸田首相も外遊時にはマスク
を着けたり外したり
治療、実験…レーザー光の新ゴーグルを 名大院生が開発ベンチャー
設立
大谷の移籍問題は“延長戦”へ…早ければ今オフさらなる争奪戦勃
発！三角トレードの可能性も

薬学部：長谷川洋一教授
池上彰教授
天野浩特別栄誉教授
外国語学部：鈴村裕輔准教授

8月4日 朝日新聞

◇第67回全国高校軟式野球選手権東海大会（3日）

附属高校

8月4日 NHK

ニュースただいま佐賀

人間学部：畑中美穂教授

8月4日 毎日新聞

全国高校軟式野球 東海大会 桜丘準決勝へ 名城大付は敗退 ／愛
附属高校
知

8月4日

goo ニュース(NTTレ
ＮＩＥ全国大会 宮崎大会開幕 ５日まで宮崎市
ゾナント)

8月4日 Yahoo!ニュース

池上彰×増田ユリヤ 核兵器は世界平和に必要ですか？
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吉野彰終身教授・特別栄誉教授
池上彰教授

メディアで見る名城大学（2022年8月）
日付

メディア

8月4日 教育家庭新聞

見出し・番組名など
ＳＴＥＡＭ教育×ｅスポーツを推進 第３回ｅスポーツ国際教育サミットを
開催

NEWSCAST(ソーシャ
【名城大学】ＷＥＢオープンキャンパス公開！
ルワイヤー)
Infoseek ニュース(楽
8月4日
新聞で未来を拓く学びを＝ＮＩＥ全国大会、宮崎で開催
天)

掲載者
愛知総合工科

8月4日

8月4日 高知新聞
8月4日

教育に新聞を、宮崎で全国大会 「いまを開き未来を拓く」

吉野彰終身教授・特別栄誉教授
吉野彰終身教授・特別栄誉教授

goo ニュース(NTTレ 「何かを得られるレースに…」オンとオフのギャップが魅力の１９歳 Ｕ２
人間学部1年：柳樂あずみさん
ゾナント)
０世界陸上へ 女子１５００ｍ日本代表 柳楽あずみ選手の挑戦

8月4日 日本経済新聞

ＮＩＥ全国大会が宮崎市で開幕 未来への学び、新聞で実践

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月5日 朝日新聞

■ＮＩＥ全国大会、対面で開幕

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月5日 中日新聞

【高校総体】◇陸上（4日） 走り幅跳び予選

附属高校

8月5日 中日新聞

★ＮＩＥ全国大会開幕

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月5日 中部経済新聞

未来への学び、新聞で実践 ＮＩＥ全国大会、宮崎で開幕

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

goo ニュース(NTTレ
第２７回ＮＩＥ全国大会宮崎大会 教育と新聞可能性探る 宮崎市で開幕 吉野彰終身教授・特別栄誉教授
ゾナント)
ICT教育ニュース(ア
名城大学情報工学部、学部紹介・入試対策などオンラインイベントを９
8月5日 ウトソーシングテクノ
月１０日開催
ロジー)
8月5日

8月5日

棒高跳の原口篤志が７位入賞！ 男子４×１００ｍＲはトップタイムで決
月陸Online(陸上競技
勝進出！ 男子２００ｍはアフリファーがテボゴを抑えＶ／Ｕ２０世界選手 人間学部1年：柳樂あずみさん
社)
権ＤＡＹ４

8月5日 岩手日報
8月5日

アニメ！アニメ！
(イード)

社会を学び未来の力に 宮崎で全国大会、３年ぶり対面開催

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

高校ｅスポーツ部応援プロジェクト「ぷよぷよフューチャーカップ」 第４回
愛知総合工科
大会優勝は高崎商科大学附属高等学校！

8月5日 Yahoo!ニュース

池上彰が解説 新米教師 ヒロシマを学び、教える

池上彰教授

8月6日 読売新聞

【キャンパス発 名城大・日本酒研究会】佐藤醸造 「蔵ぐせ」に発酵の
面白さ

農学部：加藤雅士教授、農学部3
年：川嶋隆之介さん、牟田晃子さ
ん、同2年：川島廉さん

ジュニアサッカー
8月6日 NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度 中部電力第６４回なごや市民スポーツ祭 市スポ 高校生
愛知総合工科
の部（愛知） 準決勝・決勝 ８／６結果速報！

8月6日 Yahoo!ニュース

池上彰氏、「原爆の日」に広島で思うこと…「どうすれば被爆者の被爆体
池上彰教授
験を次の世代に伝えていくか」

8月6日 LACROSSE PLUS

さあ、２０２２年のラクロスが始まる＊＊＊ラクロス新世紀に向けて

ラクロス部

8月7日 中日新聞

【高校総体】◇重量挙げ（5日）

附属高校

8月7日 毎日新聞

【教えて池上さん！旬なトピック】宗教法人って何？

池上彰教授

8月7日

サンデー毎日（8月7
日号）

【大学プレスセンター ニュースダイジェスト】尖った研究で世界に挑む
学生の教育効果にも期待

8月7日 エキサイトニュース

【東海学生ラクロスリーグ戦男子１部８／７】まもなく開始！名城ｖｓ岐阜 ラクロス部

8月7日 Yahoo!ニュース

“「統一教会問題」取り上げるのは「犯人の思う壺」”論の誤り

8月8日 PRESIDENT Online

なぜ晩年の田中角栄は「寂しい老人」だったのか…池上彰と佐藤優が
考える「田中軍団」を支えていた残酷な力学 「人間には家族と使用人と 池上彰教授
敵の三種類しかない」という言葉の真意

週刊エコノミスト
8月8日 Online(毎日新聞出
版)

最速！２０２２年春卒 全国２５０大学実就職率ランキング コロナ２年目
は堅調に推移 オンライン化は地方に利点

8月8日 Yahoo!ニュース

「３兄弟のよう」 元たいそうのおにいさん・佐藤弘道、２２歳次男バース
佐藤弘道特任教授
デーに長男＆妻と“顔出し”４ショット

8月9日 中日新聞

【高校総体】◇重量挙げ（6日）（7日）

8月9日 中日新聞（三重）
8月9日

ねとらぼ(アイティメ
ディア)

元教職員：郷原信郎さん

附属高校

【三重みんなのスポーツ】◇全国高校軟式野球選手権東海大会（3、5
附属高校
日）
【東海の高校生が選んだ】「学生生活が楽しめると思う大学」ランキング
ＴＯＰ１０！ 第１位は「早稲田大学」！【２０２２年最新調査結果】
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メディアで見る名城大学（2022年8月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

8月9日 西日本新聞

地方の演劇史発掘 名城大教授・岩井眞實さん「近代博多興行史」刊行 外国語学部：岩井眞實教授

8月9日 企業家倶楽部

メディアドゥホールディングス 代表取締役 社長執行役員ＣＥＯ 藤田
恭嗣

卒業生：藤田恭嗣さん

8月10日 中日新聞

【高校総体】◇体操（8日）（9日）

附属高校

8月10日 中部経済新聞

先端医療開発コンソーシアム設立で藤田医大など5大学が協定

8月10日 読売新聞（三河）

【高校総体2022】8日の記録 ◇体操

8月10日 日本経済新聞

医療の技術開発で協力 藤田医科大など5大学

8月10日 宣伝会議

デジタル時代の顧客経験とブランド構築

経営学部：山岡隆志教授

8月10日 SPORTING NEWS

【中日】英智二軍育成野手コーチを一軍野手育成コーチに変更

卒業生：英智さん

8月11日 中日新聞

先端医療開発で連携協定 藤田医大、愛知学院大、名城大など

8月11日 中日新聞

【高校総体】◇柔道（10日）

附属高校

8月11日 中日新聞

【エンタ目】「名付け」と「数値化」

卒業生：佃典彦さん

8月11日 毎日新聞

栗林21セーブ目

卒業生：栗林良吏さん

8月11日 読売新聞

ノーベル賞受賞者フォーラム

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月11日 伊勢新聞

スリランカの大学学長クマーラ氏と鈴鹿大が懇談会

アーナンダ・クマーラ名誉教授

8月11日 グノシー

予選がスタート、男子シングルスと女子ダブルスの１回戦が終了 ［２０２
経営学部4年：水越健太さん
２インカレ］

8月12日 朝日新聞（夕刊）

防げ自撮り被害 AI一役

附属高校

Infoseek ニュース(楽
天)
47NEWS(全国新聞
8月12日
ネット)
JPubb(レッドクルー
8月12日
ズ)

智弁和歌山を三重・津商が下した２０１５年…エースは現在、公務員試
験の勉強中！甲子園の“番狂わせ”ドラマ＜近畿編＞

卒業生：坂倉誠人さん

児童ら復興新聞披露 ジャーナリストスクール最終日、池上さん講評

池上彰教授

令和４年度 第１回ロボット・ソフトウェア検討会を開催しました！

理工学部：大原賢一教授

8月12日

8月12日 Yahoo!ニュース
8月12日

高校野球ドットコム
(WoodStock)

附属高校

「統一教会問題」での“二極化”、加計学園問題の「二の舞」にしてはなら
元教職員：郷原信郎さん
ない
中京大中京、東邦、至学館などが快勝発進・秋季大会地区予選＜１２日
附属高校
の結果＞

8月13日 中日新聞

◇第75回県高校野球選手権名古屋地区1次予選（12日）

附属高校

8月13日 中日新聞

◇第75回県高校野球選手権名古屋地区1次予選（12日）

愛知総合工科

SPORTS BULL(運動
全日本学生テニス選手権大会 予選 第３コート【見逃し配信】
通信社)
日本海事新聞 電子
8月13日
中部船対協・中部運輸局、内航海運の魅力伝える 高１にキャリア教育
版
【東海学生ラクロスリーグ戦男子１部８／１３】まもなく開始！名古屋ｖｓ
8月13日 エキサイトニュース
名城
週刊ベースボール
広島・栗林良吏 エスエスケイのグラブ 恩師から受け継ぎつないでいく
8月14日 ONLINE(ベースボー
“縁起物”
ル・マガジン社)
8月13日

経営学部4年：水越健太さん
愛知総合工科
ラクロス部
卒業生：栗林良吏さん

8月15日 中日新聞

◇第75回県高校野球選手権名古屋地区1次予選（14日）

附属高校

8月15日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】306 「いい質問をする会」上

池上彰教授

8月15日 毎日新聞

志願度トップ、関東は「早稲田」

8月15日

高校野球ドットコム
(WoodStock)

8月15日 PRESIDENT Online
8月15日 中国新聞デジタル

【愛知】中京大中京、東邦、享栄などが１位校に・秋季大会地区予選＜１
附属高校
４日の結果＞
なぜ台湾は中国に占領されず生き残れているのか…台湾民主化の父・
李登輝が選んだ「親日」というカード 李登輝を「生粋の親日家」と考える 池上彰教授
のは無邪気に過ぎる
池上彰さん、１０月に呉で講演会 市制１２０周年記念
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池上彰教授

メディアで見る名城大学（2022年8月）
日付

メディア

8月15日 All About NEWS
8月15日 All About NEWS
8月15日 Yahoo!ニュース
8月16日 中日新聞

見出し・番組名など
東海の理系高校生が選ぶ「志願したい大学」ランキング！ ３位 名古
屋工業大、２位 名城大、１位は？
東海の文系高校生が選ぶ「志願したい大学」ランキング！ ３位 名城
大、２位 中京大、１位は？
【愛知】日本福祉大付と横須賀が２次トーナメントへ・秋季大会地区予選
附属高校
＜１５日の結果＞
◇第75回県高校野球選手権名古屋地区1次予選（15日）

掲載者

附属高校

来季「フィールド・オブ・ドリームス・ゲーム」見送りに透けるＭＬＢのした
外国語学部：鈴村裕輔准教授
たか興業戦略
Infoseek ニュース(楽 大正製薬、「”栄養ドリンク”と”エナジードリンク”はどう選べばいい？」を
8月17日
卒業生：堀美智子さん
天)
健康情報サイト“大正健康ナビ”にて８／１７に新着情報公開
【東海学生ラクロスリーグ戦男子１部８／１７】まもなく開始！愛知ｖｓ名
8月17日 エキサイトニュース
ラクロス部
城
8月16日 ノアドット

8月19日 朝日新聞

朝日教育会議2022 名城大学

NEWSCAST(ソーシャ
【名城大学】ハンドボール部が西日本インカレ初優勝！！
ハンドボール部
ルワイヤー)
これがロシアに侵攻の口実を与えた…ウクライナ東部で決定された「ロ
8月19日 PRESIDENT Online シア語の使用制限」が反発を招いたワケ 武装勢力がドンバス地方を占 池上彰教授
拠するきっかけに
8月19日

8月19日 PRESIDENT Online
8月19日 All About NEWS

ゼロ金利でじゃぶじゃぶ状態なのに…「日銀の異次元緩和」でも日本の
景気がずっと悪い根本原因 「未踏の領域」に入ったが、儲かるのは海 池上彰教授
外投資家だけ
東海の高校生が選ぶ「学びたい学部・学科がある大学」ランキング！ ２
位「名古屋大」、１位は？

8月20日 中日新聞（南信）

移住者への対応 人口増に 飯田 フィールドスタディ発表会

8月20日 読売新聞

工廠旧司令塔 改築で保存 名城大春日井キャンパス

8月20日 読売新聞

巡業で発展 博多興行史 名城大・岩井教授が刊行

8月20日 ノアドット
8月20日 Yahoo!ニュース
8月21日 中日新聞
8月21日 毎日新聞
8月21日 神戸新聞NEXT
8月21日 LACROSSE PLUS
8月21日

高校野球ドットコム
(WoodStock)

現地で過熱するＭＶＰ論争 大谷翔平の２年連続栄誉を阻む「マリスの
呪い」とは？
【東海の高校生が選んだ】「キャンパスがきれいだと思う大学」ランキン
グ！ 第１位は「名城大学」！
軋むインフラ 明治用水漏水３カ月（下） 老朽対策 予算と人の壁
【池上彰のこれ聞いていいですか】世界を変える 障害者の夢 浅川智
恵子さん
新聞で未来拓く力育む 宮崎でＮＩＥ全国大会 パネル討議や講演、１１
００人参加
【大学ラクロスランキング】東海地区のラクロス強豪大学ってどこ？｜２０
２２年最新
【愛知】愛工大名電が享栄に快勝！大府、半田が決勝へ 秋季大会地
区予選＜２１日の結果＞

外国語学部：岩井眞實教授
外国語学部：鈴村裕輔准教授

理工学部：小髙猛司教授
池上彰教授
吉野彰終身教授・特別栄誉教授
ラクロス部
附属高校

8月22日 中日新聞

◇県高校野球選手権名古屋地区2次予選（21日）

附属高校

8月22日 中部経済新聞

【おふたいむ】旧知の野球選手応援

卒業生：栗林良吏さん

8月22日 毎日新聞

【＠大学】文理の垣根越え 人材育成 誕生相次ぐデータサイエンス学
部

山田宗男副学長

8月22日 読売新聞

5大学の先端研究 医療に

8月22日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】307

8月22日 eduon!(サイブリッジ)
8月22日 All About NEWS
8月23日 朝日新聞

「いい質問をする会」下

池上彰教授

藤田医科大学、新たな医療技術開発に向けた「先端医療開発コンソー
シアム」を設立
東海の高校生が選ぶ「キャンパスがきれいな大学」ランキング！ ３位
早稲田大、２位 東京大、１位は？
【NIE教育に新聞を】未来拓く思考力・表現力 磨く実践

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月23日

月陸Online(陸上競技 日本インカレのエントリー発表 三浦龍司、村竹ラシッド、黒川和樹らオ
社)
レゴン世界陸上代表に伊藤陸や不破聖衣来が出場予定

外国語学部4年：小林成美さん

8月23日

COLABORY /
日本化学会 ２０２２年度日本化学会吉野彰研究助成 公募
Beats!(ジー・サーチ)

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月24日 中日新聞（知多）

【頑張ります】☆JOCジュニアオリンピックカップ第16回U18陸上競技大
附属高校
会、第77回国民体育大会陸上競技大会（10月21～23日、10月6～10日）
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メディアで見る名城大学（2022年8月）
日付
8月24日
8月24日
8月24日
8月25日
8月25日
8月25日
8月25日
8月25日
8月26日
8月26日

メディア

見出し・番組名など
【東海学生ラクロスリーグ戦男子１部８／２４】まもなく開始！愛知教育ｖ
エキサイトニュース
ｓ名城
野球Ｕー１８壮行試合の大学日本代表 ドラフト候補立教大・山田健太
Yahoo!ニュース
らが選出
JPubb(レッドクルー 第１７回若年者ものづくり競技大会における金賞受賞者の結果報告に
ズ)
ついて
【藤田医大など５大学】先端医療技術開発へ協定‐コンソーシアムを設
薬事日報
立
goo ニュース(NTTレ 本部町長選、現職・平良氏と新人・真部氏が政策発表 １６年ぶり選挙
ゾナント)
戦の見通し
大谷翔平「エ軍残留で６００億円契約」の根拠 二刀流米メディアが報じ
@niftyニュース
る“無障害で放出加速”にはならない
NEWSCAST(ソーシャ
【名城大学】再生医療をイノベーションする
ルワイヤー)
livedoor ニュース
「学生の学力が高い」と高３生が思う大学ランキング、関東１位は東大、
(LINE)
関西１位は？
livedoor ニュース
侍ジャパンＵ－１８壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表 試合
(LINE)
日程 放送予定 出場選手一覧
goo ニュース(NTTレ
宮崎で第２７回ＮＩＥ全国大会 いまを開き 未来を拓く
ゾナント)

掲載者
ラクロス部
経済学部4年：野口泰司さん
愛知総合工科

卒業生：平良武康さん
外国語学部：鈴村裕輔准教授
理工学部：熊谷慎也教授

経済学部4年：野口泰司さん
吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月26日 建設テック(日経BP)

「折り工学」で月面建築を目指す若きＣＥＯ、夢追う“引力”が人を呼ぶ

NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)
高校野球ドットコム
8月26日
(WoodStock)
goo ニュース(NTTレ
8月26日
ゾナント)
au Webポータル
8月26日
(mediba)

【名城大学】宮城県気仙沼市大島で学生３０人が観光復興支援のボラン
ティア活動
【愛知】愛工大名電、豊川などが出場決定！県大会出場を決めている
愛知総合工科
チームは？

8月26日

8月27日 中日新聞（東濃）
8月27日 中京テレビ
8月27日

livedoor ニュース
(LINE)

8月27日 夕刊デイリーWeb
8月27日

【一覧】２０２２年大学生ドラフト候補リスト

卒業生：高橋鷹山さん

経済学部4年：野口泰司さん

「学生生活が楽しめる」と高３生が思う大学ランキング、関東１位は早
大、では関西１位は？
８大学の学生が木工合宿 中津川で「加子母木匠塾」 ３週間かけベン
チを制作
【24時間テレビ45「会いたい！」直前スペシャル①】東海3県想いを込め
愛知総合工科
た募金箱
「本当に就職に強い大学ランキング」トップ１５０校
魅力を発信－神都高千穂観光大使

女子駅伝部：米田勝朗監督

goo ニュース(NTTレ 名城大が初の春秋連覇へ…安江監督「謙虚にやっていかないといけな
硬式野球部、安江均監督
ゾナント)
い」【愛知大学野球秋季１部Ｌ】

8月28日 中日新聞

大学野球 愛知秋季Ｌ１部 来月３日に開幕

硬式野球部、安江均監督

8月28日 毎日新聞

【全国高校ラグビー県大会】40チームが花園に挑む

附属高校

8月28日 毎日新聞

【全国高校ラグビー県大会】40チームが花園に挑む

愛知総合工科

8月29日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】308

池上彰教授

8月29日 読売新聞

【記念講演】信念で困難乗り越えて

8月29日 日刊スポーツ

仙台育英・杉森心音、高校総体３０００ｍで５位 都大路連覇へ「自分の
人間学部1年：米澤奈々香さん
走りで決まる」

8月30日 読売新聞

【スポーツWatch】愛知東邦大 大学野球1部初参戦

8月30日 NHK

【まるっと！】みんなで作り上げた"文化祭"コロナで失った青春取り戻す

livedoor ニュース
(LINE)
goo ニュース(NTTレ
8月30日
ゾナント)

【侍ジャパンＵ－１８壮行試合】ドラフト上位候補が名を連ねる大学日本
経営学部4年：野口泰司さん
代表メンバーをチェック
【ハンドボール】西日本学生選手権で初優勝した名城大・本山監督「結
ハンドボール部
果を出させてあげたかった」と笑顔

8月31日 朝日新聞

コロナ禍の高3進路「情報」人気上昇中

8月31日 中日新聞

共産が高橋氏を市議補選に擁立 来月２５日投開票

卒業生：高橋祐介さん

8月31日 中日スポーツ

西日本学生選手権で初優勝し本社来訪 名城大「慢心せず」秋も勝つ

ハンドボール部

8月31日 岩手日報

岩泉復旧に役立てて 名城大生、愛知の物産販売 利益を町へ

経営学部：田中武憲教授、ゼミ生

8月30日
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医工連携で創造性磨く

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

硬式野球部

メディアで見る名城大学（2022年8月）
日付

メディア

8月31日 中京テレビ
8月31日 日経クロステック
8月31日

livedoor ニュース
(LINE)

8月31日 イプロスものづくり
8月31日 エキサイトニュース
8月31日 スポニチ
8月31日 ノアドット
8月31日 日刊スポーツ
8月31日 日刊スポーツ
8月31日

日本の研究.com(バ
イオインパクト)

見出し・番組名など
掲載者
【鳥人間コンテスト2022】愛知総合工科高校T&E鳥人間部 最新の製作
愛知総合工科
マシンを使った機体で飛ぶ
実力派工場見てきました２ 工学も科学も分かる技能者を育む

愛知総合工科

【試合速報】高校日本代表対大学日本代表、スタメン発表！ ３年ぶり開
経営学部4年：野口泰司さん
催の侍ジャパンＵ－１８壮行試合
【セミナー１０／１１】ディープラーニングによる画像認識の基礎と最近の
理工学部：堀田一弘教授
動向
１番打者に高松商・浅野翔吾＆日体大・矢沢宏太…スタメン発表
高校日本代表ｖｓ大学日本代表のスタメン発表 高松商の浅野は１番・
右翼
侍Ｊ Ｕ－１８先発は香西－野田の九国バッテリー 浅野が１番・右翼【ス
タメン】
大学日本代表１番に日体大・矢沢宏太、４番早大・蛭間拓哉 先発はド
ラフト候補の立大・荘司康誠
浅野翔吾１番で先発、二刀流矢沢宏太は１番ＤＨ 高校日本代表－大
学日本代表／ライブ速報中
水に含まれる硫化水素（Ｈ２Ｓ）を高効率かつ迅速に吸着できる浄化材
の開発
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経営学部4年：野口泰司さん
経営学部4年：野口泰司さん
経営学部4年：野口泰司さん
経営学部4年：野口泰司さん
経営学部4年：野口泰司さん
薬学部：橋本和宜助教

