2022/10/7
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9月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

9月1日 朝日新聞

高校日本代表大学代表に●

9月1日 中日新聞（岐阜）

野菜のおいしさ究める 独自ノウハウで差別化 ミニトマト はしもと農園
卒業生：橋本涼さん
（各務原）

9月1日 日本経済新聞

◇シミックヘルスケア・インスティテュート 近藤良仁氏（新社長）

9月1日 All About NEWS
9月1日 財経新聞

経済学部4年：野口泰司さん

卒業生：近藤良仁さん

東海の高校生が選ぶ「教育方針・カリキュラムが魅力的な大学」ランキ
ング！ ２位「名古屋大」、１位は？
９／１６（金）サーキュラーエコノミーの担い手となる学生起業家を育むイ
ンキュベーション型連続セミナー「ＤＯＮＵＴＳ（ドーナツ）」を開始

9月1日 薬事日報

【名城大調査】製薬企業の２割で未対応‐外部認識可能な苦情窓口

goo ニュース(NTTレ
ゾナント)
大学プレスセンター
9月2日
(大学通信)
goo ニュース(NTTレ
9月2日
ゾナント)

夏の甲子園を沸かせた選手たちが揃った高校日本代表「侍ジャパンＵ
経済学部4年：野口泰司さん
－１８」、ワールドカップ前に大学日本代表と壮行試合
【名城大学】社会課題に挑む学生起業家向けプログラム「ＤＯＮＵＴＳ
ドーナツ）」を開始
【大学野球】背水の陣で大学最後のシーズンへ 中京大・三浦「４年間
硬式野球部
やってきたことをこの１カ月半に詰め込みたい」
【中部の私立大学短期大学特集】未来を選ぶ学びの選択 可能性広が
立花貞司理事長
る中部の魅力

9月1日

9月3日 朝日新聞

薬学部：大津史子教授

9月3日 中日新聞

愛知大学野球 きょう開幕

硬式野球部

9月3日 中日新聞

【きょうのスポーツ】◇野球 愛知大学リーグ（3日）

硬式野球部

9月3日 中日新聞

【中部の私立大学・短期大学特集】将来を見据えた進路選択 未来を切
り拓く力

9月3日 中日新聞（夕刊）

折れたバットに励まされ

経済学部：伊藤志のぶ教授、ゼミ
生、経済学部4年：中村昂央さん、
硬式野球部

9月3日 中日スポーツ

愛知大学野球秋季Lきょう開幕

硬式野球部

9月3日 毎日新聞
9月3日 読売新聞

9月3日 読売新聞

9月3日

【中部の私立大学短期大学特集】未来を選ぶ学びの選択 可能性広が
立花貞司理事長
る中部の魅力
【中部の私立大学短期大学特集】未来を選ぶ学びの選択 可能性広が
立花貞司理事長
る中部の魅力
【キャンパス発 名城大・日本酒研究会】米の旨味 人の手で活かす

農学部：加藤雅士教授、農学部3
年：川嶋隆之介さん、同2年：川島廉
さん、同1年：石川桃子さん、外国語
学部1年：堀田和秀さん

読売新聞（大阪）（夕 ふるさと納税にデジタルアート 返礼品 ＮＦＴで本物証明 転売のリスク
都市情報学部：昇秀樹教授
刊）
も

9月3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９／３】まもなく開始！南山ｖｓ名城 ラクロス部

【東海学生アメリカンフットボールリーグ１部第１節】まもなく開始！名城ｖ
アメリカンフットボール部
ｓ信州
goo ニュース(NTTレ 名城大が開幕戦で勝利 プロ注目の野口泰司捕手が１安打も３盗塁許 硬式野球部、経済学部4年：野口泰
9月3日
ゾナント)
し反省【愛知大学野球】
司さん
9月3日 エキサイトニュース

9月3日 Yahoo!ニュース

春秋連覇へ！名城大学好発進【愛知大学野球１部リーグ】

硬式野球部

【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１０節】まもなく開始！岐阜聖
蹴球部
徳学園ｖｓ名城
goo ニュース(NTTレ １部昇格の愛知東邦大は惜敗「１部で負けた方が悔しさが大きい」【愛知
9月3日
硬式野球部
ゾナント)
大学野球】
【速報中】岐阜聖徳学園ｖｓ名城は、岐阜聖徳学園が３点リードで前半を
9月3日 エキサイトニュース
蹴球部
折り返す
9月3日 エキサイトニュース

9月4日 中日新聞

【大学野球】愛知秋季L開幕 名城、中部大先勝

硬式野球部

9月4日 中日新聞

【きょうのスポーツ】◇野球 愛知大学リーグ（4日）

硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

9月4日 中日スポーツ

◇アメリカンフットボール・東海学生リーグ（3日）

アメリカンフットボール部

9月4日 中日スポーツ

【きょうのスポーツ】◇野球 愛知大学リーグ（4日）

硬式野球部

9月4日 中日スポーツ

名城大開幕戦に勝利

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

9月4日 読売新聞

【愛知大学野球】秋季リーグ開幕 名城大競り勝つ

硬式野球部

9月4日 読売新聞

日本酒紹介 名城大生が一役

日本酒研究会、農学部3年：川嶋隆
之介さん

地域制限に縛られない希望の光・差別化はかれる…返礼品にデジタル
都市情報学部：昇秀樹教授
アート、転売リスクも
goo ニュース(NTTレ プロ注目捕手が二塁打３本含む４安打 中日ＯＢのコーチの教えで「逆
9月4日
硬式野球部
ゾナント)
方向に長打」【大学野球】
goo ニュース(NTTレ 中部大の“村木様”が２打席連続本塁打 憧れの打者はヤクルト・村上
9月4日
硬式野球部
ゾナント)
「打席で堂々としている」【愛知大学野球】
9月4日 So-netニュース

9月5日 中日新聞

【sports愛知】◇アメリカンフットボール 東海学生リーグ（3日）

アメリカンフットボール部

9月5日 中日新聞

【大学野球】中部、名城 勝ち点1 愛知秋季L

硬式野球部

9月5日 中日スポーツ

逆方向に4安打 名城大・野口

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

9月5日 中日スポーツ

◇中部日本学生軟式野球リーグ（4日）

軟式野球部

9月5日 中日スポーツ

◇ハンドボール・東海学生リーグ（4日）

ハンドボール部

9月5日 日本経済新聞

【チーム池上が行く！】女子大の就職支援

池上彰教授

9月5日 読売新聞

【愛知大学野球】秋季リーグ戦（4日）

硬式野球部

9月5日
9月5日
9月5日
9月5日
9月5日
9月5日
9月5日
9月5日
9月5日
9月5日

NEWSCAST(ソーシャ 【名城大学】時代は後から追いついてくる！？ ジャンルレスな新時代イ
ルワイヤー)
ラストレーター
大谷「サイ・ヤング＆ＭＶＰ」同時受賞なら来季年俸１００億円！ メ
msnニュース
ジャー最高額ジャーザー超え
goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 立大・山田健太、早大・中川卓也ら２２人が
ゾナント)
提出
NEWSCAST(ソーシャ 【名城大学】社会課題に挑む学生起業家向けプログラム「ＤＯＮＵＴＳ
ルワイヤー)
（ドーナツ）」を開始
goo ニュース(NTTレ 大阪桐蔭で春夏連覇 立大・山田健太がプロ志望届 強打の捕手・野口
ゾナント)
泰司ら大学生１３人が新たに提出
goo ニュース(NTTレ 【ドラフト】山田健太、荘司康誠ら立大から４人、名城大・野口泰司らプロ
ゾナント)
志望届提出
【プロ志望届】阪神・佐藤輝の弟、最速１５３キロの大学生右腕、高校通
スポニチ
算５４本塁打のスラッガーらが提出
立教大の主砲・山田健太、大学日本代表の強肩捕手など１３名がプロ
Yahoo!ニュース
志望届を提出し、計２２名に！
立大・山田健太らがプロ志望届 大阪桐蔭でロッテ・藤原、中日・根尾と
msnニュース
同級生、１８年に甲子園春夏連覇
【ドラフト】山田健太ら立大４人、阪神佐藤輝明弟の関学大・佐藤太紀ら
msnニュース
１３人プロ志望届提出

理工学部3年：中川結賀さん
外国語学部：鈴村裕輔准教授
経済学部4年：野口泰司さん

経済学部4年：野口泰司さん
経済学部4年：野口泰司さん
経済学部4年：野口泰司さん
経済学部4年：野口泰司さん
経済学部4年：野口泰司さん
経済学部4年：野口泰司さん

9月6日 朝日新聞

子どもを守る災害の備え

池上彰教授

9月6日 中日新聞

◇ハンドボール 東海学生リーグ（4日）

ハンドボール部

9月6日 中日新聞（中南信）

【まちむら中津川】加子母で「木匠塾」 ８大学の学生合宿

9月6日 中日スポーツ

「池上彰と考える！」「南海トラフ地震」メーテレであす放送

池上彰教授

9月6日 中日スポーツ

名城大・野口がプロ志望届提出

経済学部4年：野口泰司さん

NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)
goo ニュース(NTTレ
9月6日
ゾナント)

【名城大学】理工学部建築学科の生田教授の研究室が津島市で古民家
生田京子教授、ゼミ生
再生国際ワークショップ
本部町長選が告示、真部氏、平良氏が届け出 １６年ぶり選挙戦、一騎
卒業生：平良武康さん
打ちの見通し １１日投開票

9月6日 エキサイトニュース

１６年ぶりの選挙戦へ 本部町長選きょう告示［２０２２ 統一地方選］

9月6日 BIGLOBE ニュース

大学認知度・イメージ調査、イキイキしている大学は？

9月6日

9月6日

リクナビNEXTジャー ブレインストーミングとは？失敗しないブレストの極意、アイデアを生み
ナル
出すコツを紹介
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卒業生：平良武康さん

石井力重非常勤講師

メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア
高校野球ドットコム
9月6日
(WoodStock)
HUB沖縄(沖縄ニュー
9月6日
スネット)
goo ニュース(NTTレ
9月6日
ゾナント)

見出し・番組名など

掲載者

中京大中京、大府などが地区１位！６日に愛知県大会の抽選会が開催 愛知総合工科
【本部町長選】現職平良氏「町民生活第一主義」 １６年ぶり町長選

卒業生：平良武康さん

本部町長選 真部氏、平良氏の一騎打ちが確定 届け出締め切り １６
卒業生：平良武康さん
年ぶり選挙戦、１１日投開票

9月6日 dニュース(NTTドコモ) 本部町長選１６年ぶりの選挙戦に 真部卓也氏と平良武康氏が立候補 卒業生：平良武康さん
9月6日

Infoseek ニュース(楽
本部町長選１６年ぶりの選挙戦に 真部氏と平良氏が立候補
天)

9月6日 エキサイトニュース

本部町長選１６年ぶりの選挙戦 真部卓也氏と平良武康氏が立候補

goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 神大・神野竜速、武蔵大・松下豪佑らが提出
ゾナント)
計２６人
神奈川大右腕・神野竜速らがプロ志望届 最速１５２キロ、２度のリーグ
9月6日 msnニュース
ベストナイン
高校野球ドットコム 愛工大名電、中京大中京の初戦は？東邦と享栄が同ブロック！秋季愛
9月6日
(WoodStock)
知県大会の組み合わせが決定！
「地下水で崩落」結論へ 複数発生の要因不明 静岡県検証委 熱海土
9月7日 ★静岡新聞
石流
9月6日

9月7日 読売新聞

卒業生：平良武康さん
卒業生：平良武康さん
経済学部4年：野口泰司さん
経済学部4年：野口泰司さん
愛知総合工科
理工学部：小髙猛司教授

【フレイル予防隊】特別編 疑問にお答え 今すぐ実践しよう

薬学部5年：岡田彩花さん

３町村長選候補の略歴 （１面参照）

卒業生：平良武康さん

9月7日

沖縄タイムス＋プラ
ス

9月7日

月陸Online(陸上競技 【日本インカレ展望／女子トラック】青山華依、山本亜美らタレントぞろ
社)
い！不破聖衣来、小林成美、吉村玲美にも注目

9月7日 リセマム(イード)

就職力が高い大学、３位「東大」１・２位は…イメージ調査

9月7日 弁護士ドットコム

【データ編】２０２２年司法試験合格者・法科大学院別ランキング

外国語学部4年：小林成美さん、人
間学部4年：山本有真さん、人間学
部1年：米澤奈々香さん

Fresh eyeニュース(ス 【教育関係者向け／セミナー開催】「大学はなぜ動けないのか～大学を
9月7日 カラコミュニケーショ 動かすための組織開発について事例を交えて学ぶ～」／大学経営コン 鶴田弘樹事務部長
ンズ)
サルタント岩田雅明氏が登壇
goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 東農大北海道オホーツク・伊藤茉央、中村
ゾナント)
壮宗らが提出 計２９人
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１１節】まもなく開始！日本福
9月7日 エキサイトニュース
祉ｖｓ名城
SPORTS BULL(運動
9月7日
劇的逆転勝利！ 決勝進出を決める／準決勝 名城大戦
通信社)
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１１節】日本福祉が名城との
9月7日 エキサイトニュース
一進一退を制す
9月7日

経済学部4年：野口泰司さん
蹴球部
準硬式野球部
蹴球部

9月8日 中日新聞

【エンタ目】漁獲量激減 ただただ悲しい！

卒業生：佃典彦さん

9月8日 中日新聞（尾張）

名城大×タンペレ大 津島で古民家再生

理工学部：生田京子教授、ゼミ生

9月8日

livedoor ニュース
(LINE)

9月8日 グノシー
9月8日

大学プレスセンター
(大学通信)

３０００人が選ぶ【好きなコメンテーター】判明！池上彰、橋下徹を抑え１
池上彰教授
位となった弁護士とは？
１部リーグが開幕、男子の第１戦が終了 ［Ｒ４東海大学テニスリーグ］

硬式庭球部

【名城大学】クリエイティブな活動の土台作り「ＡＩ・ＩｏＴ人材育成プログラ
ム（入門編）」を開始

9月8日 BIGLOBE ニュース

勉強が面白い大学、多エリアで旧七帝大１位…イメージ調査

goo ニュース(NTTレ
ゾナント)
NEWSCAST(ソーシャ
9月8日
ルワイヤー)
livedoor ニュース
9月8日
(LINE)
NEWSCAST(ソーシャ
9月8日
ルワイヤー)

【一覧】大学生プロ志望届 東大・井沢駿介、京大・水口創太らが提出
計４１人

9月8日 SPORTING NEWS

【プロ志望届】富島高・日高や法政大・野尻らが新たに提出

経済学部4年：野口泰司さん

9月9日 朝日新聞デジタル

名城大・小林成美がかなえたかった夢 ５度失った切符、それでも…

外国語学部4年：小林成美さん

9月8日

9月9日

経済学部4年：野口泰司さん

【名城大学】大規模私大 実就職率ランキング １２年連続 全国Ｎｏ．１
“盛り土に大量の地下水流入が大きな要因”熱海土石流の発生原因を
理工学部：小髙猛司教授
結論付け＝静岡県の検証委員会
【名城大学】クリエイティブな活動の土台作り 「ＡＩ・ＩｏＴ人材育成プログラ
ム（入門編）」を開始！

NEWSCAST(ソーシャ
【名城大学】飯島澄男終身教授がオンラインで記者と懇談会を開催
ルワイヤー)
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飯島澄男終身教授

メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア
見出し・番組名など
掲載者
goo ニュース(NTTレ 熱海土石流 大量地下水で盛り土軟化が原因 静岡県検証委結論、近
9月9日
理工学部：小髙猛司教授
ゾナント)
く最終報告書
9月9日 BIGLOBE ニュース

グローバルな大学、上智・ＡＰＵ等がランクイン…イメージ調査

大学プレスセンター
(大学通信)
イザ！(産経デジタ
9月9日
ル)
goo ニュース(NTTレ
9月9日
ゾナント)

【名城大学】「新しい〇〇づくり」にチャレンジするマインドを育む 実践者
から学ぶトークイベント「ＳＴＡＲＴ」を開始
８年連続！！名城大と東京理科大がワンツー 大学実就職率ランク 卒
業生数３０００人以上編 九州大１５位からイッキに順位アップ
【一覧】大学生プロ志望届 大学日本代表の専大・菊地吏玖投手ら９人
が提出 計５０人
【野球】日本代表同士の白熱した一戦は大学日本代表が接戦を制す！
9月9日 ノアドット
侍ジャパンＵ－１８壮行試合 高校日本代表ｖｓ大学日本代表
NEWSCAST(ソーシャ 【名城大学】経営学部の学生が岩手県岩泉町で愛知の物産をチャリ
9月9日
ルワイヤー)
ティー販売
livedoor ニュース
ユダヤ人避難民を支援 埋もれた功績に光 大阪で初代駐日ポーランド
9月9日
(LINE)
大使の特別展
NEWSCAST(ソーシャ
9月9日
【名城大学】「公開講座２０２２ ｍａｎａｂｕ ｐｒｏｊｅｃｔ 」はじまります！
ルワイヤー)
サンスポ(産経デジタ
9月9日
世界陸上欠場の小林成美は５位 女子１万メートル
ル)
9月9日

9月9日 SPORTING NEWS

経済学部4年：野口泰司さん
経済学部4年：野口泰司さん
経営学部：田中武憲教授、ゼミ生
都市情報学部：稲葉千晴教授

外国語学部4年：小林成美さん

【プロ志望届】日本文理・田中や専修大・菊地らが提出

経済学部4年：野口泰司さん

9月10日 ★朝日新聞

職員に持ち家手当、佐倉市が議会提案 全国市町村９割廃止、佐倉も
一度は廃止

都市情報学部：昇秀樹教授

9月10日 中日新聞

【きょうのスポーツ】◇野球 愛知大学リーグ（10日）

硬式野球部

9月10日 中日新聞（尾張）

五輪でおもてなし 後輩に紹介

卒業生：山内政敏さん

9月10日 中日新聞（静岡）

◇テニス 東海大学対抗リーグ（7日）

硬式庭球部

9月10日 ORICON STYLE

【池上彰に聞く】「経済のこと」よくわからないまま社会人になってしまった
池上彰教授
人が今からやるべきこと

9月10日

高校野球ドットコム
(WoodStock)

愛知が開幕！初日から享栄が登場

愛知総合工科

拓殖大・不破聖衣来「やっぱり楽しい」、１４５日ぶりの復帰レースで魅せ 法学部1年：原田紗希さん、外国語
た強さと笑顔
学部4年：小林成美さん
まいどなニュース(神 大学「認知度」ランキング…関東・甲信越１位は「東大」、関西１位は「近
9月10日
戸新聞社)
大」 進学希望の高校３年生に調査
NEWSCAST(ソーシャ
9月10日
【名城大学】大リーグにおける多様化の歴史
外国語学部：鈴村裕輔准教授
ルワイヤー)
マチパブ(レッドク
好奇心を満たす秋の親子講座 「万華鏡をつくろう～鏡のふしぎに親子
9月10日
教職センター：谷口 正明教授
ルーズ)
でふれる～」
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１２節】まもなく開始！名城ｖｓ
9月10日 エキサイトニュース
蹴球部
常葉静岡
livedoor ニュース
「キャンパスが立派な」イメージ大学ランキング、東海・北陸２位は名古
9月10日
(LINE)
屋大、では１位は？
9月10日 4years.(朝日新聞社)

9月10日 Yahoo!ニュース

１部リーグの男子第２戦が終了 ［Ｒ４東海大学テニスリーグ］

硬式庭球部

9月10日 ノアドット

【速報中】名城ｖｓ常葉静岡は、名城が３点リードで前半を折り返す

蹴球部

goo ニュース(NTTレ
ゾナント)
高校野球ドットコム
9月10日
(WoodStock)

「流れを変えてやろうと…反応で打てました」プロ注目名城大・野口が一 硬式野球部、経済学部4年：野口泰
矢報いるソロ【愛知大学野球】
司さん
【愛知】享栄の中井、人環大岡崎の徳山が完封、愛知・城野が２発・秋
愛知総合工科
季大会＜１０日の結果＞
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
強打見せつけた 名城大・野口が一発
司さん

9月10日

9月11日 中日スポーツ
9月11日 読売新聞

【愛知大学野球】秋季リーグ戦（10日）

硬式野球部

9月11日 中日新聞

◇テニス 東海大学対抗リーグ（9日）

硬式庭球部

9月11日 中日新聞

【大学野球】中京大競り勝つ 愛知秋季L

硬式野球部

9月11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

9月11日 ORICON STYLE

【池上彰に聞く】「選挙に行く意味ある？」という質問に対する納得の回
答

池上彰教授

9月11日 ノアドット

本部町長選 きょう投開票

卒業生：平良武康さん
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メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア

9月11日 Yahoo!ニュース
ジュニアサッカー
9月11日 NEWS(グリーンカー
ド)
9月11日 エキサイトニュース

見出し・番組名など
掲載者
池上彰がリサーチ！トヨタのお膝元で農工業支える「明治用水」もし南海
池上彰教授
トラフ地震が起きたら…
速報！２０２２年度 第６１回 ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦 後期
蹴球部
９／１０結果更新！次回 第４節９／１７開催！
女子５０００Ｍは名城大の山本有真が優勝 駅伝シーズンへ弾み…日
人間学部4年：山本有真さん
本学生対校選手権

高校野球ドットコム
【愛知】愛工大名電・中村がサヨナラ満塁弾・秋季大会＜１１日の結果＞ 愛知総合工科
(WoodStock)
goo ニュース(NTTレ ５球団スカウトの前で２戦連発 強打の大学生捕手にヤクルト「希少性
9月11日
経済学部4年：野口泰司さん
ゾナント)
高い」中日「即戦力」と評価
9月11日

9月11日 So-netニュース

ノーベル賞フォーラムで吉野彰氏「地球温暖化は必ず解決できる」

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

月陸Online(陸上競技 ３年ぶり有観客開催 最終日２００ｍは青野朱李が大会新、筑波大マイ
人間学部4年：山本有真さん
社)
ルＶ 総合は順大＆日体大／日本ＩＣ
goo ニュース(NTTレ
9月11日
【速報】平良武康氏の再選確実 本部町長選
卒業生：平良武康さん
ゾナント)
9月11日

9月11日 エキサイトニュース

【本部町長選】現職の平良武康氏が当選確実 新人を破り再選

【速報】現職の平良武康氏が当選確実 沖縄・本部町長選 新人を破り
再選
【キャッチ！】市長が゛統一教会"関連イベント実行委員長 「大丈夫じゃ
9月12日 中京テレビ
ないかなと思って…」
Infoseek ニュース(楽 【ＭＥＤＩＣ名門会 × 駿台】医学部受験の最新情報をお届け！「２０２２
9月12日
天)
秋 医学部入試ガイダンス」大阪・名古屋で開催
HUB沖縄(沖縄ニュー １６年ぶり選挙戦の本部町長選、平良氏が再選 大宜味は友寄氏、伊
9月12日
スネット)
是名は奥間氏
9月11日 ノアドット

卒業生：平良武康さん
卒業生：平良武康さん
都市情報学部：昇秀樹教授
附属高校
卒業生：平良武康さん

9月12日 PRESIDENT Online

「うわっ、ウクライナ人が来た」東欧で”反ウクライナ人”感情が高まって
いる恐ろしい理由 「難民への給付金が多すぎる」というニセ情報が拡散 池上彰教授
中

月陸Online(陸上競技
社)
goo ニュース(NTTレ
9月12日
ゾナント)

全日本大学女子駅伝東海選考会エントリー 本大会出場１枠を巡って
中京学大、中京大、日本福祉大、至学館大が争う
本部町長選、平良氏が再選 １６年ぶり選挙戦、真部氏に１２１１票差
統一地方選【得票数あり】

9月12日

Fresh eyeニュース(ス
9月12日 カラコミュニケーショ Ａｍａｚｏｎ小児がん啓発月間に「Ｇｏｅｓ Ｇｏｌｄ」キャンペーンを実施
ンズ)

女子駅伝部
卒業生：平良武康さん
池上彰教授

goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 富士大・金村尚真投手ら２１人が提出 計７
経済学部4年：野口泰司さん
ゾナント)
１人
【ドラフト】富士大・金村尚真、東大・井沢駿介ら７１人が提出／大学生プ
9月12日 日刊スポーツ
経済学部4年：野口泰司さん
ロ志望届一覧
9月12日

9月12日 Yahoo!ニュース

１部リーグの男子第３戦が終了 ［Ｒ４東海大学テニスリーグ］

9月13日 朝日新聞

朝日教育会議2022 名城大学

9月13日 中日新聞

【大学野球】中京大、愛院大、愛工大が勝ち点

硬式野球部

9月13日 中日新聞

【陸上】青野 女子200メートルV 日本学生対校選手権

人間学部4年：山本有真さん

9月13日 中日新聞

【sports愛知】◇ハンドボール 東海学生リーグ（10日）

ハンドボール部

9月13日 中日新聞

【sports愛知】射撃◇中部学生スポーツ射撃（3日まで）

ライフル射撃部

9月13日 中日新聞（西濃）

多和田さんベスト8報告 垂井出身 名城大・全日本野球

経営学部2年：多和田尚旗さん

9月13日 中日スポーツ

【愛知大学野球】（12日）中京大サヨナラ勝ち

硬式野球部

9月13日 中日スポーツ

◇卓球・東海学生リーグ第1日（12日）

卓球部

9月13日 中日スポーツ

◇ハンドボール・東海学生リーグ（10日）

ハンドボール部

9月13日 読売新聞

【愛知大学野球】秋季リーグ戦（10、11日）

硬式野球部

9月13日 SPORTING NEWS
9月13日 ノアドット

硬式庭球部

【プロ野球志望届】今夏４強の聖光学院から山浅、富士大の１５０キロ右
経済学部4年：野口泰司さん
腕金村らが提出
エリザベス２世の死去で考える 英国で野球が普及しない理由（鈴村裕
外国語学部：鈴村裕輔准教授
輔）
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メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア

9月13日 PRESIDENT Online

見出し・番組名など
掲載者
アメリカ大統領なら「国葬」は当然だが…安倍元首相の「国葬」に次々と
異論が出てくる根本原因 弔問外交といっても「本当のトップ」は絶対に 池上彰教授
来ないワケ

NEWSCAST(ソーシャ
法学部1年：原田紗希さん、人間学
【名城大学】全日本インカレ５０００ｍで山本有真選手が優勝！！
ルワイヤー)
部4年：山本有真さん
goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 慶大から増居翔太投手ら６人が提出 計９５
9月13日
経済学部4年：野口泰司さん
ゾナント)
人
9月13日

9月14日 中日新聞

◇弓道 東海学生リーグ（11日）

弓道部

9月14日 中日新聞

◇卓球 東海学生リーグ第1日（12日）

卓球部

9月14日 中日新聞

◇ハンドボール 東海学生リーグ（11日）

ハンドボール部

9月14日 中日新聞

【学ぶ】ウオッチ！大学入試 今春入試 河合塾が分析

9月14日 中日スポーツ

広島・栗林30セーブ

卒業生：栗林良吏さん

9月14日 読売新聞

【愛知大学野球】秋季リーグ戦（12日）

硬式野球部

9月14日 東海テレビ

【ニュースOne】゛実行委員長″に市長が…切れぬ縁

都市情報学部：昇秀樹教授

9月14日 SPORTING NEWS

【プロ野球志望届】慶應義塾大の下山や増居らが提出

経済学部4年：野口泰司さん

9月14日 Yahoo!ニュース

１部リーグの男子第４戦が終了 ［Ｒ４東海大学テニスリーグ］

硬式庭球部

大学プレスセンター
(大学通信)
goo ニュース(NTTレ
9月14日
ゾナント)
オトナンサー(メディ
9月14日
ア・ヴァーグ)

【名城大学】１００円朝食実施 朝食を食べる習慣づくり、コロナ禍の困窮
学生支援へ（９月２０日～１２月２７日 ８：３０～９：００）

9月14日 SPORTING NEWS

【プロ野球志望届】今夏ベスト８の愛工大名電から山田、伊藤が提出

経済学部4年：野口泰司さん

9月15日 朝日新聞（東京）

バス置き去り防ぐ 現場模索

経済学部：蓑輪明子准教授

9月15日 中日新聞

◇テニス 東海大学対抗リーグ（13日）

硬式庭球部

9月15日 中日新聞

◇卓球 東海学生リーグ第2日（13日）

卓球部

NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)
goo ニュース(NTTレ
9月15日
ゾナント)
JPubb(レッドクルー
9月15日
ズ)

【名城大学】カーボンニュートラル研究推進機構 第１回シンポジウムで
吉野彰終身教授・特別栄誉教授
吉野彰教授が講演
【一覧】大学生プロ志望届 大経大・才木海翔投手ら新たに５人が提出
経済学部4年：野口泰司さん
計１０４人

9月14日

9月15日

9月15日 All About NEWS
9月15日 SPORTING NEWS

【一覧】大学生プロ志望届 新たに４人が提出 計９９人

経済学部4年：野口泰司さん

「時代にマッチしている」イメージ大学ランキング、東海・北陸１位は名古
屋大、では２位は？

「エコモビ実践キャンペーン２０２２」参加企業・団体等の募集について

理工学部：松本幸正教授

東海・北陸の高校生に聞いた「大学認知度」ランキング！ ３位 名城
大、２位 中京大、１位は？
【プロ野球志望届】夏の甲子園準Ｖの下関国際・古賀、大経大の１５２キ
経済学部4年：野口泰司さん
ロ右腕・才木らが提出

9月16日 中日新聞

デジタル技術 意見交換

愛知総合工科

9月16日 中日新聞

【sports愛知】◇中部日本学生軟式野球リーグ（4日）

軟式野球部

9月16日 中日新聞

2023中部の私立大学・短期大学大学展

9月16日 読売新聞

読売カーボンニュートラル・デイvol.2 「量産化」日本の得意分野

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

9月16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

9月16日 中部経済新聞

取引先に大学の技術紹介 三菱ＵＦＪ銀行が説明会

NEWSCAST(ソーシャ 【名城大学】９月１７日（土）に名古屋市東図書館近くで「杉原千畝ウクラ
都市情報学部：稲葉千晴教授
ルワイヤー)
イナ難民募金」の街頭募金を実施
ＤＸ時代の進路選択 この夏５万人以上が視聴した大学合同オンライン
9月16日 財経新聞
説明会 秋の予約受付開始！
goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 白鴎大・曽谷龍平投手ら新たに７人が提出
9月16日
経済学部4年：野口泰司さん
ゾナント)
計１１１人
愛知工業大学が２季連続でアベック優勝 男子は特別栄誉賞も受賞＜
9月16日 @niftyニュース
卓球部
２０２２年度東海学生卓球秋季リーグ戦＞
9月16日
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メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者

9月16日 SPORTING NEWS

【プロ野球志望届】京都国際・森下や白鴎大・曽谷らが提出

経済学部4年：野口泰司さん

9月17日 朝日新聞（三重）

ペルー出身の日系4世・宗沙さん 鈴鹿でセミナー24日

卒業生：宗沙ルイスさん

9月17日 中日新聞

広島4位浮上

卒業生：栗林良吏さん

9月17日 中日新聞

南区市議補選3人が立候補

本学出身者：大河内元喜さん、卒業
生：高橋祐介さん

9月17日 中日新聞

再生エネの研究内容6大学が企業に発表

9月17日 中日スポーツ

◇テニス・東海大学対抗リーグ（14,15日）

9月17日 中部経済新聞

朝食メニュー、100円で

9月17日 読売新聞

南区市議補選 ３人が立候補 名古屋

硬式庭球部

本学出身者：大河内元喜さん、卒業
生：高橋祐介さん

大学ジャーナルオン
ライン(くらむぽん出 マイナビ進学総合研究所、高３対象に初めて「大学認知度・イメージ調
9月17日
版／タッチポイント／ 査」を実施
ユニバースケープ)
9月17日

株式新聞(イー・アド
バイザー)

9月17日 4years.(朝日新聞社)
9月17日

livedoor ニュース
(LINE)

9月17日 エキサイトニュース
9月18日

名城大・原田紗希、初の日本インカレで不破聖衣来に次ぐ２位 強い同
期から刺激を受け
プロを目指すなら六大学より地方大学が有利？ 今年のドラフトでも有
望株が続々
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１３節】まもなく開始！名古屋
経済ｖｓ名城

毎日新聞（小学生新
編集部だより 人に何と言われようと
聞）

9月18日 PRESIDENT Online
9月18日 教育家庭新聞
9月18日

【シルバーウィーク特集】ノーベル賞の季節到来、注目テーマに迫る（４） 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

livedoor ニュース
(LINE)

法学部1年：原田紗希さん、外国語
学部4年：小林成美さん
硬式野球部
蹴球部
故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

ウクライナ戦争の口実にもなった…「国境線と言語分布の不一致」という
欧州各地が抱える深刻な問題 多数派は少数派の「言語」にどう向き合 池上彰教授
うべきか
２０２２秋 医学部入試ガイダンス １０／２大阪・１０／８名古屋で開催
～合格のための勉強法とは～名門会×駿台予備校
「イキイキしている」イメージ大学ランキング、東海・北陸２位は名古屋
大、では１位は？

附属高校

9月19日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】309 分離融合の視点大切に

池上彰教授

9月19日 日本経済新聞

【Womens'sトレンド】韓国、女性役員増へ法整備

法学部：長谷川乃理准教授

9月19日 PRESIDENT Online

手法はトランプそっくり、しかも若くて賢い…イーロン・マスクが乗り換え
た次期大統領候補のすごい勢い ライバルの人気沸騰に焦るトランプ前 池上彰教授
大統領

9月19日

au Webポータル
(mediba)

東海・北陸の「大学認知度ランキング」、１位は名古屋大、では２位は？

9月19日 Yahoo!ニュース

不破聖衣来に続く１００００ｍ２位は、名城大ルーキー・原田紗希 春か
ら描いた成長曲線

法学部1年：原田紗希さん

9月20日 中日新聞

◇アメリカンフットボール 東海学生リーグ（19日）

アメリカンフットボール部

9月20日 中日新聞

◇弓道 東海学生リーグ（17日）

弓道部

9月20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

9月20日 中日新聞

◇ハンドボール部 東海学生リーグ（17日）

ハンドボール部

9月20日 中日新聞

◇ハンドボール部 東海学生リーグ（18日）

ハンドボール部

9月20日 中日新聞

◇県高校新人陸上名古屋南・北支部予選（11日まで）

附属高校

9月20日 中日新聞

◇ラグビー 東海学生リーグ（18日）

ラグビー部

9月20日 中日スポーツ

◇アメリカンフットボール・東海学生リーグ（19日）

アメリカンフットボール部

9月20日 中部経済新聞

【視標】五輪汚職の捜査 共犯の立証、課題多く

元教職員：郷原信郎さん
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メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア

見出し・番組名など

9月20日 CBC

【チャント！】名城大学「にっこり」学食メニューの効果現る！

9月20日 メ～テレ

【アップ！】大学生向けの朝食 期間限定で

掲載者

Onyourmark(アルティ 駅伝への思い、そして、走り続ける先にあるもの名城大女子駅伝部キャ
外国語学部4年：小林成美さん
コ)
プテン・小林成美
goo ニュース(NTTレ
9月20日
危険な用水路…一瞬の隙をついて子どもは家からいなくなった
理工学部：岡本隆明准教授
ゾナント)
9月20日

9月20日 Yahoo!ニュース

【ドラフトまであと１か月】プロ注目！名城大学・野口泰司！

経済学部4年：野口泰司さん

わたしたちの授業 理科 素朴な疑問を大事に 今回の先生 化学研究
吉野彰終身教授・特別栄誉教授
者 吉野彰さん
goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 京産大・山口直哉投手ら新たに１５人が提出
9月20日
経済学部4年：野口泰司さん
ゾナント)
計１２６人
【ドラフト】京産大・山口直哉、白鴎大・曽谷龍平ら１２６人が提出／大学
9月20日 日刊スポーツ
経済学部4年：野口泰司さん
生プロ志望届一覧
9月20日 毎日新聞

県外の人をあたりまえに連れて行くならどこ？愛知県民が選んだ名店ベ
9月20日 ヨムーノ(オウチーノ) スト１０！（１０位～６位） ～ 千原ジュニアの愛知あたりまえワールド★
～あなたの街に新仰天～（中編）
【プロ野球志望届】京大の捕手と投手の二刀流・愛澤が、明星大の剛腕
経済学部4年：野口泰司さん
２人が提出
StartHome(キングソ 『ワイド！スクランブル』池上彰、マスク連呼の報道姿勢に疑問の声「印
9月20日
池上彰教授
フト)
象操作しないで」
9月20日 SPORTING NEWS

9月21日 中日新聞

人文・社会科学系研究 助成対象１３件を決定 大幸財団

農学部：平児慎太郎准教授

9月21日 中日スポーツ

回またぎ力尽きる

卒業生：栗林良吏さん

9月21日 中部経済新聞

中小の業務効率化を後押し

河田信名誉教授

9月21日 中日新聞

【みんなの本】地方を元気にする男 谷喜久郎著

卒業生：谷喜久郎さん

9月21日 メ～テレ

【ドデスカ！】名城大学で激安朝食

9月21日 丹波新聞

里山を学びの場に 高校生らが魅力と課題知る 「当事者意識に心打ち
附属高校
ぬかれた」

9月21日 Yahoo!ニュース

教育・保育志望の高校生が志願したい大学ランキング２０２２

9月21日 卓球レポート(タマス) 各地の大会結果 ２０２２年度 東海学生卓球秋季リーグ戦
9月21日

goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 早大・蛭間拓哉外野手ら新たに３人が提出
ゾナント)
計１２９人

卓球部
経済学部4年：野口泰司さん

9月21日 SPORTING NEWS

【プロ野球志望届】近江・山田陽翔や早大・蛭間拓哉ら注目選手が提出 経済学部4年：野口泰司さん

9月22日 毎日新聞

共同開発募集へ、企業に研究発表 岐阜など６大学 ／岐阜

9月22日 財経新聞

「伝統的酒造りシンポジウムｉｎ名古屋」開催のお知らせ

9月22日 Yahoo!ニュース

高校生が「校風や雰囲気が良い」と思う大学ランキング２０２２

9月22日 時事ドットコム

「伝統的酒造りシンポジウムｉｎ名古屋」参加者募集＝名古屋国税局

9月22日

goo ニュース(NTTレ
【一覧】大学生プロ志望届 新たに１人が提出 計１３０人
ゾナント)

農学部：加藤雅士教授

農学部：加藤雅士教授
経済学部4年：野口泰司さん

9月22日 SPORTING NEWS

【プロ野球志望届】広陵の大型右腕・谷口や未来富山・笠井らが提出

経済学部4年：野口泰司さん

9月23日 静岡新聞

【この人】盛り土の崩壊メカニズムを研究する名城大4年 夏目将嗣さん

理工学部4年：夏目将嗣さん、理工
学部：小髙猛司教授

9月23日 中日スポーツ

◇東海地区大学準硬式野球1部リーグ戦（21日）

準硬式野球部

ビジネスジャーナル
(サイゾー)
livedoor ニュース
9月23日
(LINE)

有名企業への就職率トップは一橋大学…「圧倒的に就職に強い大学」
が多い地方とは
アメリカ大統領選に国民が熱狂する超納得の理由

池上彰教授

9月23日 日本経済新聞

今夜のプラス９ 利上げ時代の資産運用戦略とは

池上彰教授

9月23日 エキサイトニュース

立命大、下級生中心に２年連続１３度目の優勝 佛教大、関大など５大
女子駅伝部
学が全日本大学女子駅伝に出場決定

9月24日 中日新聞

【きょうのスポーツ】◇野球 愛知大学リーグ

9月23日
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硬式野球部

メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア

見出し・番組名など

掲載者
本学出身者：大河内元喜さん、卒業
生：高橋祐介さん

9月24日 毎日新聞

あす投開票 名古屋市議南区補選

9月24日 毎日新聞

【大学受験NOW】世界見据えた人材育成

9月24日 読売新聞

ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム 温暖化克服 科学の知恵

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

9月24日 中日新聞

名古屋市議補選 あす投開票

本学出身者：大河内元喜さん、卒業
生：高橋祐介さん

【東海学生ラクロスリーグ戦男子１部ＦＩＮＡＬ４】まもなく開始！南山ｖｓ名
ラクロス部
城
２０２２年度 私学祭 体育大会サッカー競技（愛知）組み合わせ掲載！
附属高校
１０／２開幕！
【ｔｏｕｍｅｉ東海学生サッカーリーグ戦２部第１４節】まもなく開始！愛知教
蹴球部
育ｖｓ名城
NEWSCAST(ソーシャ 「カリテコバイクで行く なごや和菓子旅」 第２弾 秋キャンペーン始
9月24日
ルワイヤー)
動！「動画作成プロジェクト」を開始
NEWSCAST(ソーシャ 【名城大学】充実した正課外プログラム・活動をまとめた『ＣＡＭＰＵＳ ＦＩ
9月24日
ルワイヤー)
ＲＥ ＭＡＰ』を公開！
9月24日 エキサイトニュース
ジュニアサッカー
9月24日 NEWS(グリーンカー
ド)
9月24日 エキサイトニュース

9月25日 中日新聞

【きょうのスポーツ】◇愛知大学リーグ

硬式野球部

9月25日 中日新聞

【大学野球】中部大・中京大 それぞれ先勝 愛知秋季L

硬式野球部

9月25日 中日スポーツ

【愛知大学野球】第4週第1日目（24日）

硬式野球部

9月25日 中日スポーツ

◇中部日本学生軟式野球リーグ（24日）

軟式野球部

9月25日 毎日新聞

◇愛知大学リーグ（24日）

硬式野球部

9月25日 読売新聞

愛知3校 力走実らず

女子駅伝部

9月25日 中日新聞

人づくりの決意を新たに 静大浜松キャンパスで１００周年式典

天野浩特別栄誉教授

9月25日 あなたの静岡新聞

１００周年祝し万歳三唱 静岡大浜松キャンパス 「世界に輝く大学に」

天野浩特別栄誉教授

9月25日 MotorFan(三栄)

脱・温暖化その手法 第２８回 －リチウムイオン電池発明から産業化ま
吉野彰終身教授・特別栄誉教授
での主役たち－

9月25日 So-netニュース

加世田、歴代１０位の力走＝ベルリン・マラソン

9月25日

SPORTS BULL(運動
３年ぶりの対面開催！慶応を圧倒し５７連覇
通信社)

卒業生：加世田梨花さん
附属高校

9月26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

9月26日 中日新聞

【大学野球】中京大が2連勝 愛知秋季L

硬式野球部

9月26日 中日新聞

【sports愛知】◇ハンドボール 東海学生リーグ（24日）

ハンドボール部

9月26日 中日新聞

【sports愛知】◇県秋季ウエイトリフティング（17日）

附属高校

9月26日 中日新聞（岐阜）

【ぎふＳｐｏｒｔｓ】◇岐阜地区陸上競技選手権大会（11日）

人間学部3年：山田陸駆さん

9月26日 中日スポーツ

【愛知大学野球】中京大が連勝

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

9月26日 中部経済新聞

名城大学 カーボンニュートラルでシンポ 吉野彰終身教授が特別講演 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

9月26日 日本経済新聞

【池上彰の大岡山通信 若者たちへ】310 米大学ランキングに副作用
問われる評価のあり方

池上彰教授

9月26日 毎日新聞

◇愛知大学野球リーグ（25日）

硬式野球部

9月26日

NEWSCAST(ソーシャ 【名城大学】女子駅伝部応援企画『ＭＥＩＪＯ ＳＣＨＯＯＬＭＡＴＥ ＴＡＳＵ
女子駅伝部
ルワイヤー)
ＫＩ』オープン！

9月26日

大学プレスセンター
(大学通信)

9月26日 Yahoo!ニュース

【名城大学】「カリテコバイクで行くなごや和菓子旅」第２ 弾 秋 キャン
ペーン 始動！ 「動画作成プロジェクト」ロケ・編集の制作過程を公開し
ます
「安倍氏国葬儀」企画演出業務発注で、内閣府職員に「競売入札妨害
罪」成立の可能性

goo ニュース(NTTレ
【一覧】大学生プロ志望届 新たに８人が提出 計１３８人
ゾナント)
“目玉なき”今年のプロ野球ドラフト 「サプライズ１位」指名の候補挙げ
9月26日 グノシー
るなら誰だ！
9月26日
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元教職員：郷原信郎さん
経済学部4年：野口泰司さん
経済学部4年：野口泰司さん

メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア
見出し・番組名など
掲載者
goo ニュース(NTTレ 今秋ドラフト候補の強打捕手 名城大・野口泰司がリーグトップ８打点で
9月26日
経済学部4年：野口泰司さん
ゾナント)
２位浮上「ＨＲ狙っていきたい」【愛知大学野球】
9月27日 朝日新聞

【科学・環境】ノーベル賞は誰に 注目候補

飯島澄男終身教授

9月27日 産経新聞

ＯＢの名城大学長が姫路・大塩小で講演 150周年記念

小原章裕学長

9月27日 中日新聞

【大学野球】名城大が勝ち点 愛知秋季Ｌ

硬式野球部

9月27日 中日新聞

◇バレーボール 東海大学リーグ（25日）

バレーボール部

9月27日 中日新聞

◇ラグビー・東海大学リーグ（25日）

ラグビー部

9月27日 中日新聞

【sports愛知】◇県一般男子２部後期ソフトボール選手権（１１日まで)

ソフトボール部

9月27日 中日スポーツ

名城大 勝ち点「２」単独２位

硬式野球部、経済学部４年：野口泰
司さん

9月27日 中日スポーツ

◇バレーボール 東海大学リーグ（25日）

バレーボール部

9月27日 中日スポーツ

◇ハンドボール・東海学生リーグ（25日）

ハンドボール部

9月27日 中日スポーツ

◇ラグビー・東海大学リーグ（25日）

ラグビー部

9月27日 日刊人吉新聞

人吉駅に人と活気戻る

経済学部3年：中野凪沙さん

NEWSCAST(ソーシャ
【名城大学】全日本大学女子駅伝６連覇へ準備着々
女子駅伝部
ルワイヤー)
東海・北陸の高校生に聞いた「学べる内容が充実している大学」 ３位
9月27日 All About NEWS
南山大、２位 静岡大、１位は？
goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 駒大・林琢真内野手ら新たに９人が提出 計
9月27日
経済学部4年：野口泰司さん
ゾナント)
１３８人
9月27日

9月27日

株探(ミンカブ・ジ・イ
ンフォノイド)

飯島澄男終身教授、佐川眞人カー
【特集】２０２２年「ノーベル賞」発表目前、日本人受賞へ期待高まる 有
ボンニュートラル研究推進機構シニ
望株総点検 ＜株探トップ特集＞
アフェロー

9月27日 SPORTING NEWS

【プロ野球志望届】駒沢大の林、鳴門の前田らが提出

経済学部4年：野口泰司さん

9月28日 中日新聞

◇中部日本学生軟式野球リーグ（24日まで）

軟式野球部

9月28日 中日新聞

◇ハンドボール 東海学生リーグ（25日）

ハンドボール部

9月28日 毎日新聞

◇愛知大学野球リーグ（26日）

硬式野球部

9月28日 毎日新聞

学生部書玄競書 入賞者が決まる

附属高校

9月28日 読売新聞

みりんの魅力 11月にシンポ

農学部：加藤雅士教授

9月28日 テレビ愛知

【5時スタ！】生解説 VR活用広がる 意外な分野でも

情報工学部：柳田康幸教授

9月28日 Yahoo!ニュース

池上彰×増田ユリヤ 仕事で大切にする７つのマイルール

池上彰教授

【名城大学】ファッション×伝統文化×ＳＤＧｓ 有松でＳＤＧｓ学生団体に
よるアップサイクルイベントを開催～不要になった古着を「有松絞り」で トップリーフ、smash
おしゃれにリメイク～

9月28日

大学プレスセンター
(大学通信)

9月28日

Jタウンネット(ジェイ・ 来週開催 第４回ＲＤ２０ － Ｇ２０各国の国立研究機関等のリーダー
キャスト)
によるクリーンエネルギー技術に関する国際会議

9月28日

国立研究開発法人産業技術総合研究所 来週開催 第４回ＲＤ２０ －
SHIKOKUNEWS(四国
Ｇ２０各国の国立研究機関等のリーダーによるクリーンエネルギー技術 吉野彰終身教授・特別栄誉教授
新聞社)
に関する国際会議

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

ドラフト会議まであと約３週間！東海３県「プロ野球スカウト名鑑」～セ・
経済学部4年：野口泰司さん
リーグ編～
goo ニュース(NTTレ 【一覧】大学生プロ志望届 明大・村松開人内野手ら新たに６人が提出
9月28日
経済学部4年：野口泰司さん
ゾナント)
計１５３人
【ドラフト】明大・村松開人、早大・蛭間拓哉ら１４７人が提出／大学生プ
9月28日 日刊スポーツ
経済学部4年：野口泰司さん
ロ志望届一覧
9月28日 中日新聞

9月29日 日本経済新聞

飯島澄男終身教授、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

「愛知発」ノーベル賞なるか
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メディアで見る名城大学（2022年9月）
日付

メディア

9月29日 毎日新聞
9月29日
9月29日
9月30日
9月30日
9月30日
9月30日
9月30日

JPubb(レッドクルー
ズ)
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)
月陸Online(陸上競技
社)
アセアンポータル(世
界商会)
ねとらぼ(アイティメ
ディア)
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)
大学プレスセンター
(大学通信)

見出し・番組名など
ノーベル賞 近年のトレンドは

掲載者
飯島澄男終身教授、吉野彰終身教
授・特別栄誉教授

富山県と県外大学との「就職支援に関する協定」の締結について
未来の名古屋の都市像語り合う市民ワークショップ ４カ月にわたり開
催へ
全日本大学女子駅伝の出場校が決定！ 亜細亜大が２２年ぶり８回目
の出場 東洋大、東農大、玉川大も返り咲き
愛知県は外国人地方参政権・二重国籍容認者らで多文化共生推進プラ
ンの検討会議
【東海・北陸】就職力が高い大学ランキングＴＯＰ１０！ １位は「名古屋
大学」【２０２２年調査結果】
【一覧】大学生プロ志望届 中大・森下翔太ら新たに９人が提出 計１６５
人
【名城大学】赤崎・天野・吉野ノーベル賞記念展示室企画 「赤崎勇教授
特別展～世界を変えた青いヒカリ～」開催

社会連携ゾーンshake
女子駅伝部

経済学部4年：野口泰司さん
故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

ジュニアサッカー
9月30日 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 後期 １０／
蹴球部
１結果速報！

9月30日 SPORTING NEWS

【プロ野球志望届】東洋大の１５６キロ右腕・羽田野や中央大の森下らが
経済学部4年：野口泰司さん
提出
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