
メディアで見る名城大学（2023年1月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

1月1日 教育学術新聞 【広告】令和5年元旦謹賀新年　私学関係者紙上名刺交換

1月1日 タウンニュース 企業のＳＤＧｓの取組を支援　「街のベストパートナー」平塚信用金庫 池上彰教授

1月1日
au Webポータル
(mediba)

大学日本代表合宿にドラフト候補が集結　秋に向けて覚えておきたい投
手の有望株

法学部3年：松本凌人さん

1月1日 Full-count(Creative2)
清宮超え近い大砲、阻止率１００％の爆肩や強打のプロ２世も…今秋ド
ラフト上位候補

法学部3年：松本凌人さん

1月1日 週刊文春 電子版 池上　彰×柄谷行人　世界は交換でわかる 池上彰教授

1月1日 Yahoo!ニュース ２０２３年がスタート！独断で選んだ２３年のドラフト１位候補１２人！ 法学部3年：松本凌人さん

1月1日
modelpress(ネットネ
イティブ)

【箱根駅伝】“絶対女王”名城大・山本有真がエール「次は国学院さんが
優勝する流れでＯＫ？」

人間学部4年：山本有真さん

1月1日 Yahoo!ニュース
２３年ドラ１候補１２人を選出！その理由を映像と写真を交え、徹底解
説！

法学部3年：松本凌人さん

1月2日 livedoor ニュース
新井カープ【覇権奪回キーマン１】栗林　飛躍の３年目　ＷＢＣ出場も意
欲

卒業生：栗林良吏さん

1月2日 ＆(朝日新聞社) テレビ朝日、２０２２年世帯視聴率２冠 池上彰教授

1月2日 エキサイトニュース
テレビ朝日、２０２２年世帯視聴率で２冠　世帯の全日トップは開局以来
初の快挙　個人全体でもプライムトップ

池上彰教授

1月2日 エキサイトニュース テレビ朝日、開局以来初の世帯視聴率全日トップ獲得 池上彰教授

1月2日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】女子駅伝部が富士山女子駅伝で５連覇達成！ 女子駅伝部

1月3日 中日新聞 【広告】第2回ミライ社会へのユメ絵画展作品募集

1月4日 岐阜新聞 タイルの魅力産学で探る 理工学部：谷田真准教授

1月4日 東京新聞 重い現実　雇用戻らず 経済学部：蓑輪明子准教授

1月4日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【どこよりも早い２０２３ドラフト候補ランキング解説】大学生投手を筆頭に
各カテゴリーに好素材が集まり、すでに豊作の予感＜ＳＬＵＧＧＥＲ＞

法学部3年：松本凌人さん

1月4日
東京新聞(中日新聞
社)

回復しない「シーセッション」非正規女性は苦しいまま　女性活躍推進で
光が当たるのはごく一部という現実

経済学部：蓑輪明子准教授

1月5日 msnニュース
高騰する水道代、相次ぐ停電…未来の日本のインフラを脅かす深刻な
人口減少問題　池上彰×河合雅司

池上彰教授

1月5日 建通新聞 名城大学　全学共用棟は１０月の着工目指す

1月6日 中日新聞 【市長の1日】5日 立花貞司理事長

1月6日 中日新聞 【知事の1日】5日 立花貞司理事長

1月6日 ＮＨＫ 【まるっと！】富士山女子駅伝5連覇　名城大NHK局内を駅伝中 女子駅伝部

1月6日 ＮＨＫラジオ第一 【夕刊ゴジらじ】 女子駅伝部

1月6日 中日新聞
第６４回中日スポーツ杯争奪新春選抜リーグ戦　開幕直前特集後編～
東郷・イスコ・菊水・産興・大森の新人選手を紹介！～

卒業生：大西悠史さん

1月7日 中日新聞
海苔　色落ち　アサリ激減　海　きれい過ぎて不漁　愛知・三重　排水基
準　４０年ぶり緩和

鈴木輝明特任教授

1月7日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　愛知県高校新人体育大会　サッカー競技　新人戦　名南予
選　１／７開幕！１回戦　結果速報！

附属高校

1月7日 グノシー
《信頼するキャスター＆コメンテーターベスト１０発表！》安住紳一郎、宮
根誠司、大越健介．．．ニュース界の猛者を押さえて、Ｎｏ．１の信用を集
めたのは、あのお騒がせの人！

池上彰教授

1月7日 AppBank
【第４１回都道府県対抗】女子駅伝の注目選手は？　そして優勝候補を
紹介！

人間学部4年：山本有真さん、同1
年：石松愛朱加さん

2023/2/3

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（2023年1月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

1月8日 4years.(朝日新聞社)
名城大５連覇だけでなく、話題豊富な大会に！　富士山女子駅伝の取
材にうかがいました

女子駅伝部

1月8日 伊勢新聞 二十歳の節目、新たな一歩　鈴鹿で「つどい」、１１０１人祝う　三重 法学部2年：吉村氷月さん

1月9日 中日新聞（静岡）
家康は今川氏と決別したが…　どうする　ハタチの決断　会社員「転勤で
経験積む」　学生　就活や実習　進路

都市情報学部2年：縣勇斗さん

1月9日 読売新聞（三重） 20歳の門出　笑顔は同じ　「成人式」名称変更　各地で差 法学部2年：吉村氷月さん

1月9日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】前へ跳ぶ学生との対話（上） 池上彰教授

1月9日 神戸新聞NEXT
富士通の明石工場　６割相当の区域、売却を検討　１１万５千平方ｍ　
市、取得費が高額で購入を断念

故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

1月9日 Yahoo!ニュース
大学生期待度ランキング　１０位～１位　上位候補揃いの好投手、世代
Ｎｏ．１捕手など現在の大学生暫定Ｎｏ．１は競合ドラ１もあり得る！

法学部3年：松本凌人さん

1月9日
SPORTS BULL(運動
通信社)

名城大エース・小林成美、クイーンズ駅伝での活躍誓う「まずはベースを
固める」…今春に名門・三井住友海上へ

外国語学部4年：小林成美さん

1月10日 中部経済新聞 リサーチフェア、あす開催　産官学連携の機会創出へ

1月10日 日本農業新聞
魅力的な直売所へ　愛知・名城大学×中部電力×JA尾張中央　報告会
で案発表

経営学部：澤田慎治准教授

1月10日
ダイヤモンドオンライ
ン

【池上彰・増田ユリヤ対談】深刻な米国の高インフレ「根本原因はトラン
プ」は本当か

池上彰教授

1月10日
幻冬舎 GOLD 
ONLINE(幻冬舎ゴー
ルドオンライン)

ノーベル賞受賞を大騒ぎする日本人と冷静なアメリカ人の違い
故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授、天野浩特別栄誉教授

1月10日
月陸Online(陸上競技
社)

都道府県対抗女子駅伝エントリー発表！田中希実が兵庫、松田瑞生が
大阪で登録！長野は萩谷＆長野東高勢、群馬に不破聖衣来

人間学部4年：山本有真さん、同1
年：米澤奈々香さん、石松愛朱加さ
ん

1月10日 中日新聞
２０２３年の東海３県ドラフト候補・有力選手を大紹介！〔第３回：大学生
編〕

法学部3年：松本凌人さん

1月10日 Yahoo!ニュース
【企業入社難易度ランキング】〈運輸・倉庫・電力・ガス〉最高益の海運３
社とガス大手が競う

1月10日 Yahoo!ニュース
「高校入試をやっぱりやめないかん」名古屋・河村市長会見１月１０日
（全文１）

1月10日 Sportsnavi(ヤフー)
【全国女子駅伝】４７チームのエントリーを発表！世界選手権／Ｕ２０世
界選手権日本代表選手　６名がエントリー

人間学部1年：柳楽あずみさん

1月10日
au Webポータル
(mediba)

明大の村松らを表彰＝学生野球協会 経済学部4年：中村昂央さん

1月10日 山陽新聞デジタル
【岡山大学】ウエイトトレーニング部　地元岡山開催の「全日本パワーリ
フティング選手権」で個人優勝・団体準優勝！

バーベルトレーニング部

1月11日 朝日新聞 表彰選手は72人　学生野球協会 経済学部4年：中村昂央さん

1月11日 読売新聞 笠寺寄席　席亭は大学生 卒業生：獅鉄さん

1月11日 Yahoo!ニュース
名城大学が富士山女子駅伝５連覇！　取材の裏側、注目選手のコメン
トをＭ高史が紹介

女子駅伝部

1月12日 日経産業新聞 富士精工、森誠氏（新トップ） 卒業生：森誠さん

1月12日 中日新聞 （人事）富士精工社長　森会長が兼務 卒業生：森誠さん

1月12日 日本経済新聞 富士精工　森誠氏（新社長） 卒業生：森誠さん

1月12日 テレビ東京 【有吉の世界同時中継★】愛知・名城大駅伝メンバー行きつけの店 人間学部2年：谷本七星さん

1月12日 市民タイムスWEB 立教大学が公開講演会開催　立教大学 池上彰教授

1月12日 日刊自動車新聞 富士精工、森会長が社長兼任 卒業生：森誠さん

1月12日 週刊文春 電子版 今年は広島サミット｜池上彰 池上彰教授

1月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【中日】秋のドラフト候補に中大・西舘、花巻東・麟太郎、名城大・松本ら
をリストアップ　今年初のスカウト会議

法学部3年：松本凌人さん

1月12日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】理工学研究科の４人がＳｅｎｓｉｎｇ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎアイデアソン・
ハッカソン２０２２で最優秀賞を受賞

理工学部1年：白井悠一さん、大西
尚太さん、金田海里さん、中島正宗
さん

1月12日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

名城大学×東北大学　特別シンポジウムを開催します
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メディアで見る名城大学（2023年1月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

1月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【中日】今年のドラフトへ初のスカウト会議　中大・西館勇陽、名城大・松
本凌人らリストアップ

法学部3年：松本凌人さん

1月13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

1月13日 朝日新聞 朝日カルチャーセンター　◆茶室解剖 理工学部：米澤貴紀助教

1月13日 中日新聞 西舘、松本、東松ら　竜が200人を候補に　スカウト会議 法学部3年：松本凌人さん

1月13日 中部経済新聞 「リサーチフェア2022」名城大学が開催

1月13日 日経 xTECH ＧａＮパワーデバイス、横型構造における課題と縦型構造への期待

1月13日
月陸Online(陸上競技
社)

アジア室内の日本代表発表！走幅跳・橋岡優輝、３０００ｍ廣中璃梨
佳、６０ｍＨ青木益未ら男女３０名

人間学部4年：山本有真さん

1月13日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】都道府県対抗女子駅伝に女子駅伝部員と卒業生が出場 女子駅伝部

1月13日
月陸Online(陸上競技
社)

都道府県女子駅伝見どころ！３連覇狙う京都！宮城、長野、大阪、兵
庫、東京などが虎視眈々と上位狙う　田中希実、松田瑞生ら代表勢も注
目

人間学部1年：米澤奈々香さん、卒
業生：和田有菜さん

1月13日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】東海エリアの他大学生も参加可「素材デザイナー体験　ー
春休み２ｄａｙｓー　」

1月13日 財経新聞 【１／１９・２１開催】教育系ＹｏｕＴｕｂｅｒが語るこれからの映像授業 教職センター：竹内英人教授

1月13日
au Webポータル
(mediba)

兵庫、大阪など近畿勢が軸＝１５日、都道府県女子駅伝
人間学部1年：石松愛朱加さん、米
澤奈々香さん

1月13日
JPubb(レッドクルー
ズ)

「ロボット・ＡＩシンポジウム２０２３名古屋」を開催します～第１２回次世代
ものづくり基盤技術産業展－ＴＥＣＨ　Ｂｉｚ　ＥＸＰＯ２０２３－」と同時開催
～

理工学部：大原賢一教授

1月13日 Yahoo!ニュース
枕草子に謳われた榊原温泉にｅスポーツ施設　新たな客層掘り起こし　
三重・津市

eスポーツ研究会

1月14日 読売新聞 【キャンパス発】利き酒や取材　遠出復活 日本酒研究会

1月14日 読売新聞 ラミレス氏、バース氏　野球殿堂 古関裕而さん

1月14日
月刊陸上競技 2023
年2月号

女王・名城大　５連覇＆５年連続２冠達成！ 女子駅伝部

1月14日
陸上競技マガジン 
2023年2月号

富士山女子駅伝　名城大が５連覇、５年連続の二冠達成！ 女子駅伝部

1月14日 TBS NEWS DIG
アジア室内陸上の日本代表３０人発表　走幅跳・橋岡優輝や長距離・廣
中璃梨佳ら世界陸上オレゴン代表１０人選出

人間学部4年：山本有真さん

1月14日 dニュース(NTTドコモ)
あす１５日都道府県対抗女子駅伝　実績十分の宮城チーム、上位も視
野

人間学部1年：米澤奈々香さん

1月14日
月陸Online(陸上競技
社)

都道府県女子駅伝の区間エントリー発表！大阪・松田瑞生が９区、愛
知・山本有真は１区へ　田中希実、萩谷楓、不破聖衣来らは外れる

人間学部1年：米澤奈々香さん、同4
年：山本有真さん、卒業生：加世田
梨花さん

1月14日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】外国人留学生のサポートはギブの精神で　相手が楽しい
と、自分も楽しい！

外国語学部2年：遠山彈さん

1月14日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】富士山女子駅伝で５連覇　５年連続“２冠”の偉業 女子駅伝部

1月14日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

本県チーム入賞期待　都道府県女子駅伝　あす１５日号砲、前回８位 法学部1年：大河原萌花さん

1月14日 Olympics.com アジア室内陸上競技選手権２０２３に橋岡優輝、廣中璃梨佳らが出場 人間学部4年：山本有真さん

1月14日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【女子駅伝】Ｖ候補宮城、強豪・仙台育英の新旧エース快走で３大会連
続表彰台だ　都道府県対抗

人間学部1年：米澤奈々香さん

1月14日 伊勢新聞 三重県チームは１区に加藤　都道府県女子駅伝きょう号砲 卒業生：加藤綾華さん

1月15日 中日新聞 栗林　五輪再現を 卒業生：栗林良吏さん

1月15日 中日新聞 学生に忍び寄るカルト 学務センター

1月15日 中日スポーツ 栗林驚速仕上げ 卒業生：栗林良吏さん

1月15日 中日スポーツ 山本　貯金つくる　全国都道府県対抗女子駅伝きょう号砲

人間学部4年：山本有真さん、同2年
五味叶花さん、同1年：柳楽あずみ
さん、卒業生：加藤綾華さん、和田
有菜さん
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メディアで見る名城大学（2023年1月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

1月15日 毎日新聞 【池上彰のこれ聞いていいですか？】いつの間にか世の中が「右」に 池上彰教授

1月15日 読売新聞 共通テスト　試験時間ミス

1月15日 livedoor ニュース
広島・栗林、侍ジャパン入り　東京五輪守護神が再び世界へ　ＷＢＣ出
場全メンバー判明

卒業生：栗林良吏さん

1月15日 神戸新聞NEXT 兵庫、田中に代わり名城大の荒井　都道府県女子駅伝 法学部４年：荒井優奈さん

1月15日 あなたの静岡新聞 全国都道府県女子駅伝　静岡県１区　牛佳慧（拓大）を起用 人間学部1年：米澤奈々香さん

1月15日 河北新報オンライン
都道府県対抗女子駅伝きょう号砲　宮城の佐藤監督「２区で流れが変
わる」

人間学部1年：米澤奈々香さん

1月15日
日刊ゲンダイ
DIGITAL

サイ・ヤング賞右腕バウアーの移籍先が見つからず…年俸は格安３０
億円なのにナゼ？

外国語学部：鈴村裕輔准教授

1月15日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

福島県チーム、２年連続入賞狙う　きょう都道府県対抗女子駅伝 法学部1年：大河原萌花さん

1月15日 エキサイトニュース
宮城県１区に仙台育英・細川を抜擢…全国都道府県対抗女子駅伝１５
日号砲

人間学部1年：米澤奈々香さん

1月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

福島県１区は金沢（福島明成高出身）　１５日都道府県女子駅伝　京都 法学部1年：大河原萌花さん

1月15日 エキサイトニュース
小海遥が１区で新潟県勢初の区間賞「新潟の中学、高校生に上の順位
で走ってほしかった」　全国女子駅伝

人間学部4年：山本有真さん

1月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【女子駅伝】新潟の小海遥が県勢初の１区区間賞「上位で持ってこれた
のでうれしかったです」

人間学部4年：山本有真さん

1月15日 Yahoo!ニュース
新潟・小海遥が１区で県勢初区間賞！「中高生に上位で走ってもらいた
かった」愛知・山本有真が区間２位／都道府県女子駅伝

人間学部4年：山本有真さん

1月15日 エキサイトニュース
大阪が２０１５年以来４度目の頂点に　アンカー・松田瑞生が逆転「勝つ
しかないと思って走った」…全国女子駅伝

人間学部4年：山本有真さん

1月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大阪が７大会ぶり４度目の優勝！３位で受けた松田瑞生がぶっちぎりで
ゴールテープを切る【女子駅伝】

人間学部4年：山本有真さん

1月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

愛知が８位で２年連続入賞　１区・山本有真が２位でたすき渡す好ス
タート【都道府県対抗女子駅伝】

人間学部4年：山本有真さん

1月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

長野１１位にアンカーの和田有菜「最後の最後で負けてしまった」【都道
府県対抗女子駅伝】

卒業生：和田有菜さん

1月16日 中日新聞 都道府県対抗駅伝　県代表8位入賞 人間学部4年：山本有真さん

1月16日 中日スポーツ 全国都道府県対抗女子駅伝　愛知2年連続入賞　粘って8位
人間学部4年：山本有真さん、卒業
生：加藤綾華さん、和田有菜さん

1月16日 読売新聞 【キャリセン通信】なるべく「対面」選ぼう キャリアセンター：大竹純平さん

1月16日 中日新聞（長野） 県勢１１位　入賞ならず　都道府県対抗女子駅伝
卒業生：和田有菜さん、入学予定
者：村岡美玖さん

1月16日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】前へ跳ぶ　学生との対話・下 池上彰教授

1月16日 東日新聞 愛知８位　２年連続入賞 人間学部4年：山本有真さん

1月16日
ダイヤモンドオンライ
ン

池上彰・増田ユリヤが「岸田首相の間の悪さ」指摘、Ｇ７首脳で唯一ウク
ライナ未訪問

池上彰教授

1月16日 河北新報オンライン 都道府県対抗女子駅伝　１０位の宮城、来年以降に収穫 人間学部1年：米澤奈々香さん

1月16日 Yahoo!ニュース
山本有真“学生最後の駅伝”は１区２位「悔しいけど入賞できてうれしい」
アジア室内＆５０００ｍ学生記録へ照準／都道府県女子駅伝

人間学部4年：山本有真さん

1月16日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】「カーボンニュートラル達成に向けて」をテーマに「リサーチ
フェア２０２２」を開催

1月16日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

福島県の７区岩崎麻知子選手と８区木戸望乃実選手が区間賞　都道府
県対抗女子駅伝で福島県は１４位

法学部1年：大河原萌花さん

1月16日 日刊スポーツ
【女子駅伝】宮城１０位　アンカー佐々木５人抜きも３大会連続３位以内
ならず「悔しい」

人間学部1年：米澤奈々香さん

1月17日 ノアドット
混迷した下院議長選挙に思うこと…大リーグの労使交渉は対立しなが
ら傷を最小限度にとどめる（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

1月17日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】「遊べる道を開発せよ」春休み３ｄａｙｓでプロトタイピングワー
クショップ（東海エリアの他大学生も参加可）

1月17日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】アジア室内陸上の日本代表に　女子駅伝部　山本有真選手　
が決定！

人間学部4年：山本有真さん

1月18日 グノシー 毎日新聞で池上彰氏とラサール石井氏の悪夢の共演 池上彰教授

1月18日
modelpress(ネットネ
イティブ)

自分と意見が合うなぁと思う文化人ランキング！池上彰、マツコ、ひろゆ
き、１位は？

池上彰教授
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メディアで見る名城大学（2023年1月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

1月18日 Yahoo!ニュース
【アメフト】１月２２日、ドリームボウルで米国と戦う日本選抜６０人の顔ぶ
れ

卒業生：黒川晴央さん

1月19日 ★毎日新聞 「大村王国」死角は？　愛知県知事選きょう告示 都市情報学部：昇秀樹教授

1月19日 中日新聞（夕刊） 愛知知事選　6氏届け出 卒業生：上原俊介さん

1月19日 中日新聞（夕刊） 多い選択肢　熱い第一声 卒業生：上原俊介さん

1月19日 読売新聞 私立高志願４．６倍　試験あすから 附属高校

1月19日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学・参加者募集】人生１００年時代の選択力・表現力・行動力を
高める３ＤＡＹＳ公開講座

1月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

ドルフィンズポートでワークショップ「観客倍増大作戦」　新たなファン獲
得方法を考案

プロスポーツビジネス研究会

1月19日 ＆(朝日新聞社)
【春休み】新中１～参加可！＜東京・名古屋・大阪開催＞４日間でＩＴ・プ
ログラミングを学べる中学生・高校生向け「ライフイズテック　スプリング
キャンプ２０２３」、早稲田大学キャンパスなど６会場で開催

1月19日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学附属高等学校】志願者数２１年連続　愛知県内Ｎｏ．１

1月19日 ★livedoor ニュース 吉田、千賀が大型契約でメジャー移籍　背景にあるマーケティング戦略 外国語学部：鈴村裕輔准教授

1月20日 ★毎日新聞 価値観多様化？6人乱立 都市情報学部：昇秀樹教授

1月20日 朝日新聞 全日制私立高の平均倍率は4.6倍　志願状況 附属高校

1月20日 朝日新聞 愛知知事選　6氏の争い 卒業生：上原俊介さん

1月20日 朝日新聞 【愛知知事選2023】現新6氏　論戦始まる 卒業生：上原俊介さん

1月20日 中日新聞 6候補が第一声 卒業生：上原俊介さん

1月20日 中日新聞 立候補増　政党に頼らず 卒業生：上原俊介さん

1月20日 中日新聞 愛知知事選6氏の争い 卒業生：上原俊介さん

1月20日 毎日新聞 愛知知事選に6氏 卒業生：上原俊介さん

1月20日 毎日新聞 県政12年を問う 卒業生：上原俊介さん

1月20日 読売新聞 愛知知事選に現新6氏 卒業生：上原俊介さん

1月20日 読売新聞 愛知知事選　舌戦開始 卒業生：上原俊介さん

1月20日 読売新聞 6氏　名古屋で第一声 卒業生：上原俊介さん

1月20日 ノアドット
「ギャンブル枠」藤浪晋太郎ですら年俸１０倍の資金力！　日本球界の
人材流出が止まらない

外国語学部：鈴村裕輔准教授

1月20日 週刊文春 電子版 今年のリスクとは何か｜池上彰 池上彰教授

1月20日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】女子駅伝部から応援してくださる皆様へ　”感謝”の動画 女子駅伝部

1月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

私立高校の志願状況、平均倍率は４・６倍　愛知県私学協会が発表 附属高校

1月21日 朝日新聞 知事選候補者の横顔 卒業生：上原俊介さん

1月21日 中日新聞 【2023あいち知事選】6候補　主な公約と主張 卒業生：上原俊介さん

1月21日 中日新聞
【25階の勝負師たち　名古屋将棋対局場から】第4局　中澤沙耶女流二
段

卒業生：中澤沙耶さん

1月21日 中日新聞 県内の私立高４．６倍　２３年度入試の志願状況 附属高校

1月22日 中日新聞 【ふしぎにDIVE！きのしたちひろ】ウミガメの竜宮城は二つ 農学部：木下千尋研究員

1月22日
信濃毎日新聞デジタ
ル

「未来の歴史つくっている意識を」　池上彰さん、出身地の松本市で講演 池上彰教授

1月23日 朝日新聞（岐阜） 瑞浪高時代に感動　夢あきらめず 卒業生：加藤良輝さん
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メディアで見る名城大学（2023年1月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

1月23日 中日新聞 2023あいち知事選　微妙な変化も・・・ 卒業生：上原俊介さん

1月23日 中日新聞 2023あいち知事選　候補者はこんな人 卒業生：上原俊介さん

1月23日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】319　米司法が揺らす「学ぶ権利」 池上彰教授

1月23日 NHK NEWS WEB 池上彰さんがデジタル化について高校生にオンラインで講演 池上彰教授

1月23日 Yahoo!ニュース
東電刑事控訴審判決は、「１３兆円」代表訴訟判決を否定するものでは
ない

元教職員：郷原信郎さん

1月23日
ELLE girl(ハースト婦
人画報社)

大学女子駅伝で大活躍！小林成美選手が語る強いチームワークを育
てる秘訣とは？【スポーツと社会をつなぐアスリート】

外国語学部4年：小林成美さん

1月24日 中日新聞 2023あいち知事選　候補者アンケート①リーダー像 卒業生：上原俊介さん

1月24日 日刊工業新聞 キャンパスベンチャーグランプリ中部、大賞に村中さん（金沢大） 理工学部3年：杉本雄飛さん

1月24日 中部経済新聞 自動車関連へ事業戦略解説　碧海信金、オンラインセミナー

1月24日
ZAKZAK(産経デジタ
ル)

監督も生徒も人生台無し“消えない度を超えた体罰”センバツ最有力校
や関西の女子高ソフトボール部でも…いつになったら根絶できるのか２
／２ページ

卒業生：若林弘泰さん

1月24日 薬事日報 昭薬同窓会・平成塾　生涯学習講座　２０２３／０２ 卒業生：遠藤篤さん

1月24日
Onyourmark(アルティ
コ)

特別なユニフォームを身につけた４年間　小林成美 外国語学部4年：小林成美さん

1月24日 日本経済新聞 「データ活用で問題解決」　本社大学シンポ 池上彰教授

1月25日 中日新聞 2023あいち知事選　候補者アンケート②産業・インフラ 卒業生：上原俊介さん

1月25日 中日新聞 メニコンシアターAoi　今春、名古屋に新劇場 卒業生：佃典彦さん

1月25日 神戸新聞NEXT 兵庫県議選・洲本市選挙区　現職の浜田氏が立候補表明 卒業生：浜田知昭さん

1月25日
dメニューマネー(NTT
ドコモ)

愛知県日進市で自動運転バスの定常運行を見据えた公道実走実験を
開始

1月25日 BIGLOBE ニュース 【春休み２０２３】中高生向け「ライフイズテックＩＴキャンプ」

1月25日 NBS 長野放送
１６回目の挑戦で初優勝　女子駅伝・長野東　名城大進学予定の村岡
選手「大学でも恩返しできる走りを」

入学予定者：村岡美玖さん

1月26日 朝日新聞 自動運転のバス　公道で実証実験

1月26日 中日新聞 2023あいち知事選　候補者アンケート③教育・子育て 卒業生：上原俊介さん

1月26日 中部経済新聞 自動運転実験バス出発式

1月26日 河北新報オンライン デジタル社会どう生きる　池上さんが秋田の高校生にオンライン講演 池上彰教授

1月26日 e燃費(イード) 愛知県日進市で自動運転バス…地域巡回バス　１月２６日から

1月26日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

コミュニティーバスの自動運転　日進市の公道で実証実験スタート

1月26日
ヒロシマ平和メディア
センター(中国新聞
社)

東広島の小１・小玉さん最高賞　ありがとうの手紙コンテスト 池上彰教授

1月26日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

東京五輪の守護神・栗林がＷＢＣでも世界一目指す「誠也さんと同じユ
ニホーム、うれしい」

卒業生：栗林良吏さん

1月26日 日刊スポーツ
【ＷＢＣ侍ジャパン選手名鑑】大谷翔平、ダルビッシュ有、佐々木朗希、
ヌートバーら３０人発表

卒業生：栗林良吏さん

1月26日
DRONE(プロニュー
ス)

日進市、ＢＯＬＤＬＹと自動運転バスの定常運行を見据えた公道実走実
験を開始

1月26日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】次期学長に小原章裕現学長を再任 小原章裕学長

1月26日 Yahoo!ニュース ＷＢＣ侍ジャパンに栗林良吏が選出！「世界一に貢献できるように」 卒業生：栗林良吏さん

1月27日 朝日新聞 知事選候補者アンケート3 卒業生：上原俊介さん

1月27日 朝日新聞 WBC、高橋宏ら追加 卒業生：栗林良吏さん
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

1月27日 中日新聞 小原学長を再任　名城大 小原章裕学長

1月27日 中日新聞 2023あいち知事選　候補者アンケート④安心・安全 卒業生：上原俊介さん

1月27日 中日新聞 投手手厚く15人　守り勝つ侍 卒業生：栗林良吏さん

1月27日 中日スポーツ 栗林　抑えにこだわらない 卒業生：栗林良吏さん

1月27日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】日本のシステムと情報化 理工学部：武藤厚教授

1月27日 中部経済新聞 名城大は小原氏再任 小原章裕学長

1月27日 毎日新聞 2023知事選　高評価2氏　低評価4氏 卒業生：上原俊介さん

1月27日 読売新聞 知事選2023　候補者に聞きました3 卒業生：上原俊介さん

1月27日 読売新聞 日進の公道で自動運転パス

1月27日 毎日新聞 侍出陣　栗山殿の30人 卒業生：栗林良吏さん

1月27日 週刊文春 電子版 日銀の長期金利コントロールとは｜池上彰 池上彰教授

1月27日
LIGARE(自動車新聞
社)

ＢＯＬＤＬＹ、愛知県日進市の公道での自動運転バス実走実験に協力

1月27日 Yahoo!ニュース
球団身売り中止で…大谷翔平に「生涯エンゼルス」浮上！　モレノ・ジュ
ニアと悲願の世界王者へ

外国語学部：鈴村裕輔准教授

1月27日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学学長に小原章裕　現学長を再任 小原章裕学長

1月27日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

田中将大、坂本勇人らが選外…ＷＢＣに“８８年世代”は本当に必要な
いのか？　米国は４１歳を招集〈侍ジャパン３０人“世代別”リスト付〉

法学部3年：松本凌人さん

1月27日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名城大学】「日進市自動運転実装コンソーシアム」に参画　協定披露と
実証実験出発式を開催

1月27日 夕刊デイリーWeb
ココカラＳＤＧｓ－第２２回「今こそ知りたい！『地の利』生かした再生可
能エネルギー」

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

1月27日 ノアドット
愛知県知事選挙に立候補　上原俊介（うえはら・しゅんすけ）氏の経歴・
政策まとめ

卒業生：上原俊介さん

1月28日 中日新聞 ◇知事選立候補者 卒業生：上原俊介さん

1月28日 中日新聞 「上を目指す」県勢意気込み　中部日本スキー開会式 附属高校

1月29日 北日本新聞 リチウム電池　未来変える　ノーベル賞吉野さん講演 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

1月29日 中日新聞 2023あいち知事選　アニメ替え歌思い託し 卒業生：上原俊介さん

1月29日 中日新聞 【この人】豚のふんを消臭材に 薬学部：高谷芳明准教授

1月29日 中日新聞（なごや東） 新公共交通へ　自動運転バス発進

1月29日 富山新聞 吉野さん　未来社会語る　19年ノーベル化学賞　氷見で特別講演 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

1月29日 毎日新聞 就任後に実現したい公約は？ 卒業生：上原俊介さん

1月29日 東日新聞 渡邉真瑚が全国女子駅伝を振り返る 人間学部4年：山本有真さん

1月29日 北國新聞 吉野さん未来社会語る　１９年ノーベル化学賞氷見で特別講演 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

1月29日
au Webポータル
(mediba)

池上彰がズバリ解説「米中大異変で日本はどうなる？」（１）習近平１強
の中国が危ない！

池上彰教授

1月29日
au Webポータル
(mediba)

池上彰がズバリ解説「米中大異変で日本はどうなる？」（２）「孫子の兵
法」で台湾を攻略する

池上彰教授

1月29日
au Webポータル
(mediba)

池上彰がズバリ解説「米中大異変で日本はどうなる？」（３）“賢いトラン
プ”出現で共和党の分裂も

池上彰教授

1月29日
au Webポータル
(mediba)

池上彰がズバリ解説「米中大異変で日本はどうなる？」（４）広島サミット
後に解散総選挙

池上彰教授

1月30日 朝日新聞 終盤へ　6氏訴え懸命 卒業生：上原俊介さん

1月30日 中日新聞 With Runners　あすへ輝け18歳の原石 人間学部1年：米澤奈々香さん
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メディアで見る名城大学（2023年1月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

1月30日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】320　高校生との対話　学ぶ姿勢
は幅広く深く

池上彰教授

1月30日 毎日新聞 6候補　寒空の下熱弁 卒業生：上原俊介さん

1月30日 CBC 【まちイチnice to people】一度は食べてみたい！憧れの学食・社食！

1月30日 JAcom(農協協会)
【第４３回農協人文化賞】営農事業部門　あいち豊田農協前代表理事組
合長　柴田文志氏　産地づくりこそＪＡの使命

卒業生：柴田文志さん

1月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

深海の魅力を伝えるイベント「Ｄｅｅｐ　ｏｆ　Ｗｏｎｄｅｒ　不思議な深海の生
き物たち」が葛西臨海水族園で開催

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

1月31日 ノアドット
同じ薬物問題なのに…米野球殿堂入り　ボンズやクレメンスがＮＧでオ
ルティスがＯＫのワケ（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

1月31日
★goo ニュース(NTT
レゾナント)

ヌートバーの「選球眼」大リーグ屈指、肩の強さは鈴木誠也以上…研究
者「１番で起用が面白い」

外国語学部：鈴村裕輔准教授

1月31日
ウィメンズヘルス
(ハースト婦人画報
社)

大学女子駅伝界を牽引する２１歳・小林成美の心の整え方 外国語学部4年：小林成美さん

1月31日 Yahoo!ニュース
東京五輪談合事件、組織委元次長「談合関与」で独禁法の犯罪成立に
重大な疑問、”どうする検察”

元教職員：郷原信郎さん
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