
メディアで見る名城大学（2021年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月1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

5月1日 中日新聞 テレビ塔きょうから新名称 卒業生：大沢和宏さん

5月1日 日本経済新聞 故赤崎勇氏に従三位 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

5月1日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】天然保湿成分　たっぷり 農学部：加藤雅士教授

5月1日
日経サイエンス
2021年5月号

特集　色彩の科学　物理が生んだ究極の黒 飯島澄男終身教授

5月1日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学が２０２２年４月、情報工学部情報工学科を開設（設置構想中）
－－　次世代の情報エンジニア育成を目指す

5月1日 エキサイトニュース 【東海学生サッカーリーグ戦２部第３節】まもなく開始！名城ｖｓ愛知淑徳 蹴球部

5月1日 エキサイトニュース 【速報中】名城ｖｓ愛知淑徳は、名城が２点リードで前半を折り返す 蹴球部

5月1日 エキサイトニュース
【東海学生サッカーリーグ戦２部第３節】名城が愛知淑徳を突き放しての
勝利

蹴球部

5月2日 朝日新聞 ホタル増加コロナ禍影響？ 農学部：戸田尚希研究員

5月2日 中日新聞 大学野球　東海学園大と名城大が勝利　愛知春季L 硬式野球部

5月2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

5月2日 中日スポーツ 愛知大学野球（1日）　東海学園大と名城大が先勝 硬式野球部

5月2日 中日スポーツ きょうのスポーツ　◇野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

5月2日 読売新聞 愛知大学野球　春季リーグ戦（1日） 硬式野球部

5月2日
進路のミカタ(マイナ
ビ)

ＡＩの思考回路は謎だらけ？その「直感」を読み解こう！ 情報工学科：亀谷由隆准教授

5月2日
livedoor ニュース
(LINE)

「いまぼくは、プロ野球選手をめざしています」広島・栗林良吏の元に届
いた“１０年前の自分からの手紙”

卒業生：栗林良吏さん

5月2日
ラグビーリパブリック
(ベースボール・マガ
ジン社)

ジャパンのいま、そして先を知ろう　「藤島大の楕円球にみる夢」に藤井
雄一郎氏登場

卒業生、ラグビー部元コーチ：藤井
雄一郎さん

5月3日 中日新聞 大学野球　名城大勝ち点4に　愛知春季L 硬式野球部

5月3日 毎日新聞 教えて池上さん！旬なトピック　日本と首脳会談米の狙いは 池上彰教授

5月3日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】272　「私はこう考える」を大切に 池上彰教授

5月3日 ORICON STYLE 青色ＬＥＤから広がった世界の難題を解決する技術 天野浩特別栄誉教授

5月3日 エキサイトニュース
廣中璃梨佳が３１：１１．７５で見事優勝！２位安藤と共に代表内定！第
１０５回日本選手権女子１００００ｍ

外国語学部3年：小林成美さん

5月3日 Yahoo!ニュース
“失敗しない男”広島栗林デビュー１３試合連続無失点　新人最多記録
に並ぶ

卒業生：栗林良吏さん

5月4日 朝日新聞 広中初Ｖ、五輪内定　１００００ｍ　陸上、日本選手権・静岡国際　３日 外国語学部3年：小林成美さん

5月4日 中日新聞 広中　安藤　伊藤　陸上1万 外国語学部3年：小林成美さん

5月4日 中日新聞 ◇ハンドボール　東海学生リーグ（2日） ハンドボール部

5月4日 中日スポーツ ルーキー初登板から13試合連続無失点　栗林新人タイ 卒業生：栗林良吏さん

5月4日 読売新聞 広中・伊藤　五輪内定　陸上１万　積極レース　一騎打ち制す 外国語学部3年：小林成美さん

2021/6/2

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（2021年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月4日 msnニュース
新人記録タイの広島・栗林　「二刀流」より投手専念　名城大進学が人
生の分岐点

卒業生：栗林良吏さん

5月4日 Yahoo!ニュース
広島ドラ１栗林、新人新記録のデビューから１４試合連続無失点　２０１
９年の鷹・甲斐野超え

卒業生：栗林良吏さん

5月4日 Yahoo!ニュース
“最強新人クローザー”・栗林良吏　大学で指名漏れの屈辱も、社会人で
得た収穫とは？

卒業生：栗林良吏さん

5月4日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

広島・栗林　新人最多のデビュー１４戦連続０封もドロー「めっちゃうれし
い感じはない」

卒業生：栗林良吏さん

5月5日 朝日新聞 新人栗林　14戦無失点 卒業生：栗林良吏さん

5月5日 中日新聞 どの変異株感染？1時間半で判別 薬学部：神野透人教授

5月5日 中日スポーツ 連投であっさり達成　栗林14戦連続無失点 卒業生：栗林良吏さん

5月5日
livedoor ニュース
(LINE)

【広島】栗林良吏、プロ野球新記録を生んだ宝刀フォーク「打たれて後悔
したくない」デビュー１４戦連続無失点

卒業生：栗林良吏さん

5月5日 This kiji is(ノアドット) カープ栗林、１４戦連続無失点の新人記録更新　「カープの顔に」 卒業生：栗林良吏さん

5月5日 @niftyニュース
コナン「真空超電導リニア」より上　幻に終わった時速２０００キロ「ロケッ
ト列車」とは

理工学部：小沢久之丞教授

5月5日
Sportsnavi(YAHOO!
JAPAN)

３選手が東京オリンピック日本代表に内定！／第１０５回日本選手権１０
０００ｍ大会レポート

外国語学部3年：小林成美さん

5月5日
livedoor ニュース
(LINE)

名古屋城のホタル、コロナで増？　昨年は例年の１．５倍 農学部：戸田尚希研究員

5月6日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学の薬学部衛生化学研究室が新型コロナウイルス変異株の簡
単、迅速な識別法を確立　　５月１２日（水）１３：００～　成果を発表

薬学部：神野透人教授

5月6日
日刊ゲンダイ
DIGITAL

ＭＬＢ球宴「ヘイトクライム」で日本人選手大挙選出の可能性 外国語学部：鈴村裕輔教授

5月7日 中日新聞 【sports 愛知】中部日本学生軟式野球リーグ（4月25日） 軟式野球部

5月7日 中日新聞 【sports 愛知】◇県高校総体体操名南・名北・知多支部予選（1日） 附属高校

5月7日 中日新聞 【sports 愛知】◇県高校総体柔道名南支部予選（4月24日） 附属高校

5月7日 中日新聞（夕刊）
「愛知の誇り」　新人記録１４戦無失点　栗林投手活躍　コイする故郷
恩師の教え「謙虚」　今も胸に

卒業生：栗林良吏さん

5月7日 日経ビジネス ロイヤルホールディングス黒須康宏社長「それでも外食は死なない」 卒業生：黒須 康宏さん

5月8日 中日新聞（岐阜） 陸上　東海学生対校選手権第１日（７日） 人間学部3年：山本有真さん

5月8日 読売新聞 自動運転リスク　仮想空間で調査 理工学部：目黒淳一准教授

5月8日 日本経済新聞 池上彰さんらとＴｈｉｎｋ！　「企業と人権尊重」などミニ解説 池上彰教授

5月8日 エキサイトニュース 【東海学生サッカーリーグ戦２部第４節】まもなく開始！名城ｖｓ愛知教育 蹴球部

5月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【広島】ドラ１位栗林良吏投手が連続無失点の新人記録を１５試合に更
新　初のイニングまたぎでリーグトップタイの９セーブ目

卒業生：栗林良吏さん

5月8日 エキサイトニュース
【東海学生サッカーリーグ戦２部第４節】名城は愛知教育との攻防の末、
引き分け

蹴球部

5月8日 毎日新聞 藤井聡太さんの考える「将棋の神様」と人生設計とは 池上彰教授

5月8日 スポニチ
広島・栗林、シビれる記録更新！８回１死満塁で救援、４球連続フォーク
で併殺打　９回も無失点

卒業生：栗林良吏さん

5月8日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

名城大が１１度目の優勝　愛知大学野球リーグ 硬式野球部

5月8日 dニュース(NTTドコモ)
名城大４季ぶりＶ　愛院大が敗れ吉報届く　全日本大学選手権では「８
強以上に」【愛知大学野球】

硬式野球部

5月9日 中日新聞 名城大11度目Ｖ　愛知春季L 硬式野球部

5月9日 中日新聞 次の回またぎ栗林無失点 卒業生：栗林良吏さん

5月9日 中日スポーツ 栗林リーグトップタイ９S　初の回またぎ 卒業生：栗林良吏さん

5月9日 日本経済新聞 広島4-3中日 卒業生：栗林良吏さん

5月9日 読売新聞 ◆名城大、福岡大が大学選手権 硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2021年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月9日 読売新聞 愛知大学野球　名城大が優勝 硬式野球部

5月9日 読売新聞 初の回またぎ栗林ピシャリ 卒業生：栗林良吏さん

5月9日 読売新聞 【NEWS月録】物故　赤崎勇さん 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

5月9日 TBS 【東京オリンピックテスト大会】女子5000m 理工学部4年：和田有菜さん

5月9日 エキサイトニュース
【広島】栗林良吏　１５試合連続無失点　今季初の８回に登板で１死満塁
を好救援「１点も取られちゃいけない場面だった」」

卒業生：栗林良吏さん

5月9日 Yahoo!ニュース
温かい飲み物で商談が円滑に！？「体を温める」ことがもたらす驚きの
メリットとは？

卒業生：伊藤要子さん

5月9日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

１５試合連続無失点・栗林の母校！今年の名城大の新入生たち 卒業生：栗林良吏さん

5月10日 中日新聞 学びの探求、次代を創る大学教育 天野浩特別栄誉教授

5月10日 中日新聞 【sports 愛知】中部日本学生軟式野球リーグ（1日） 軟式野球部

5月10日 中日スポーツ ◇中部日本学生軟式野球リーグ（8日） 軟式野球部

5月10日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】若者たちと対話編 池上彰教授

5月10日 中京テレビ 【キャッチ！】名城大100円朝食を開始

5月10日
日刊ゲンダイ
DIGITAL

巨人菅野２度目の登録抹消　右肘違和感で遠のくメジャーの夢 外国語学部：鈴村裕輔教授

5月10日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

【大学ランキング】中部地方の受験生が選ぶ大学ランキングＴＯＰ２０！
１位は「名城大学」【２０２１年最新】

5月10日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２１年度　第６０回東海学生サッカーリーグ戦　５／８結果更新！次回
１部２部ともに５／１５開催予定

蹴球部

5月11日 中日新聞（夕刊）
格闘技元王者 辞書で鍛錬　名古屋の佐藤さん　1日30分読み、思索、
つぶやき

卒業生：佐藤嘉洋さん

5月11日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】化学で創る未来生活 理工学部：田中正剛准教授

5月11日
livedoor ニュース
(LINE)

【新人王候補？】佐藤輝明、牧秀悟、栗林良吏…２０２１年ルーキー成績
まとめ　打率や経歴も掲載

卒業生：栗林良吏さん

5月11日 Yahoo!ニュース 本戦がスタート、男女のシングルス１回戦が終了　［東海学生テニス］ 農学部4年：鈴木利門さん

5月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

愛工大男子が２７季連続９９回目の優勝　木造・大川は最優秀選手賞に
＜東海学生卓球春季リーグ戦＞

卓球部

5月12日 中日新聞 準硬式野球　東海地区大学リーグ（11日） 準硬式野球部

5月12日 中日新聞 ◇陸上　東海学生対校選手権（8、9日）

外国語学部4年：髙松智美ムセンビ
さん、同3年：小林成美さん、人間学
部1年：谷本七星さん、法学部4年：
井上葉南さん

5月12日 中部経済新聞 無人備品貸出ロッカー設置　名城大、感染防止や負担軽減

5月12日 CBC
【チャント！】新技術　どの変異ウイルスに感染？90分で識別　名城大教
授ら

薬学部：神野透人教授

5月12日 NHK
【まるっと！】新型コロナ変異株　PCR検査装置で短時間に特定　名城大
学が技術開発

薬学部：神野透人教授

5月12日 NHK
【ニュース845東海】新型コロナ変異株　PCR検査装置で短時間に特定
名城大学が技術開発

薬学部：神野透人教授

5月12日 NHK 【ニュースウォッチ9】変異ウイルス　短時間で特定の新技術 薬学部：神野透人教授

5月12日 神戸新聞NEXT ジャーナリスト池上彰さん講演　関西大神戸三田キャンパス 池上彰教授

5月12日 毎日新聞
「大学、学ぶ力つける場」　関学・神戸三田キャンパスで池上彰さん講演
／兵庫

池上彰教授

5月12日 Yahoo!ニュース
本戦２日目が終了、女子シングルスのベスト１６が出揃う　［東海学生テ
ニス］

農学部4年：鈴木利門さん、経営学
部3年：水越健太さん

5月12日
物流ウィークリー(物
流産業新聞社)

フルタイムシステム　名城大学に無人備品貸し出しシステムを設置

5月12日 時事ドットコム コロナ変異株、１時間半で判別　従来のＰＣＲ装置で可能―名城大 薬学部：神野透人教授
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月13日 中日新聞 準硬式野球　東海地区大学リーグ（12日） 準硬式野球部

5月13日 中日新聞 【みんなのスポーツ】◇県高校総体陸上名南支部予選（３日まで） 附属高校

5月13日
中日新聞（中濃・岐
阜近郊・可茂版）

ぎふ中日文化センター 鷲津秀樹非常勤講師

5月13日 中部経済新聞 愛知県内社長の出身校　名城大が9年連続トップ

5月13日 東京新聞（夕刊）
変異株８種　１時間半で特定　ＰＣＲ検査時　従来は１週間　開発の名城
大教授「感染経路の把握容易に」

薬学部：神野透人教授

5月13日 中京テレビ 【ZIP！】名城大学　変異株の識別方法を開発 薬学部：神野透人教授

5月13日 東海テレビ 【FNN Live News Days】名城大学”100円朝食”でコロナ禍の学生支援

5月13日 東海テレビ 【ニュースONE】”激安朝食”が人気！名古屋の名城大学

5月13日 dニュース(NTTドコモ)
大学への「飛び入学」、高卒資格を与える仕組みの導入を検討　これま
では高校中退だった？！

5月13日 日刊工業新聞
新型コロナ／名城大、変異株９０分で識別　高解像度融解曲線分析法
を活用

薬学部：神野透人教授

5月13日 化学工業日報 名城大、新型コロナ変異種のＤＮＡに蛍光色素、約９０分で迅速識別 薬学部：神野透人教授

5月13日 中部経済新聞 ７ヵ国の変異株を判別　名城大が実証、検査時に 薬学部：神野透人教授

5月13日
メディファクス　ウェブ
(じほう)

７カ国の変異株、判別可能　名城大実証、ＰＣＲ時に 薬学部：神野透人教授

5月13日 Yahoo!ニュース
本戦３日目が終了、女子は単複ともにベスト８が出揃う　［東海学生テニ
ス］

農学部4年：鈴木利門さん、経営学
部3年：水越健太さん

5月13日 Yahoo!ファイナンス
ＣＫＤ社長に奥岡専務＝梶本社長は代表権のある会長に―６月２５日
就任

卒業生：奥岡克仁さん

5月14日 中日新聞 リコール署名偽造　制度改善求め提案書　愛知県選管、総務省に提出 都市情報学部：昇秀樹教授

5月14日 中日新聞
【みんなのスポーツ】◇県高校総体ハンドボール名南支部予選（３日ま
で）

附属高校

5月14日 中日新聞 CKD社長に奥岡氏 卒業生：奥岡克仁さん

5月14日 日本経済新聞 【新社長】◇CKD　奥岡克仁氏 卒業生：奥岡克仁さん

5月14日 朝日新聞 【新社長】●CKD　奥岡克仁氏 卒業生：奥岡克仁さん

5月14日 中部経済新聞 CKD社長に奥岡氏 卒業生：奥岡克仁さん

5月14日 毎日新聞 【新社長】◆CKD　奥岡克仁氏 卒業生：奥岡克仁さん

5月14日 読売新聞 【新社長】■CKD　奥岡克仁氏 卒業生：奥岡克仁さん

5月14日 NHK 【まるっと！】学生支援　名城大学”100円朝食”提供始める

5月14日
SankeiBiz(産経デジタ
ル)

ＣＫＤ　奥岡克仁氏 卒業生：奥岡克仁さん

5月14日 Yahoo!ニュース
本戦４日目が終了、女子ダブルスのベスト４が出揃う　［東海学生テニ
ス］

理工学部4年：木下夏芽さん

5月14日 財経新聞 日米大学生を対象としたオンライン・プログラムを開催いたします

5月15日 中日スポーツ きょうのスポーツ　◇野球　愛知大学リーグ 硬式野球部

5月15日 毎日新聞 名古屋市議南区補選立候補者 卒業生：高橋祐介さん

5月15日 中日新聞 名古屋市議補選　5人が立候補 卒業生：高橋祐介さん

5月15日 読売新聞 名古屋市議補選　5人が立候補 卒業生：高橋祐介さん

5月15日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】酒粕から酢　江戸席巻 農学部：加藤雅士教授

5月15日
SPORTING
NEWS(DAZN Group)

プロ野球に「新人ブーム」到来…ホームラン打者にヒットマン、俊足、投
手は先発、クローザー

卒業生：栗林良吏さん

5月16日 中日新聞 【大学野球】東海学園大と名城大が先勝　愛知春季L 硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2021年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月16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

5月16日 中日スポーツ 【愛知大学野球】（15日）東海学園大と名城大が先勝 硬式野球部

5月16日 東日新聞 平均年齢１０年連続上昇

5月16日
日刊ゲンダイ
DIGITAL

菅野の故障で巨人が“腕まくり”引き留めに破格の４０億円用意 外国語学部：鈴村裕輔教授

5月17日 中日新聞 大学野球　名城大勝ち点最終戦を飾る　愛知春季L 硬式野球部

5月17日 中日新聞 【sports愛知】◇中部日本学生軟式野球リーグ（９日） 軟式野球部

5月17日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体剣道名南支部 附属高校

5月17日 中日新聞 ◇ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ　DeNA3-3広島 卒業生：栗林良吏さん

5月17日 中日スポーツ 17戦無失点に更新　栗林 卒業生：栗林良吏さん

5月17日 中日スポーツ
名城大最終のカード連勝締め　全日本大学野球選手権・来月7日の初
戦に弾み

硬式野球部

5月17日 中部経済新聞 広告　映画「お終活　熟春！人生、百年時代の過ごし方」 卒業生：一柳鎨さん

5月17日 日本経済新聞 広島　3-3　DeNA 卒業生：栗林良吏さん

5月17日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】273　読書で視野を広げる㊦　意識
の変化を知る効用も

池上彰教授

5月17日
livedoor ニュース
(LINE)

広島ドラ１守護神・栗林　「零封無双」のウラに憧れの人からの　“割り切
りアドバイス”

卒業生：栗林良吏さん

5月17日
Infoseek ニュース(楽
天)

５／１９（水）『カープ道』カープの若き守護神　栗林良吏投手の恩師が登
場！

硬式野球部：山内壮馬コーチ、卒業
生：栗林良吏さん

5月17日 Yahoo!ニュース
【大学駅伝】全日本大学駅伝東海地区選考会の参加校が確定　皇學館
大、愛知工大ら

女子駅伝部

5月18日 毎日新聞 ◇愛知大学野球リーグ（16日・パロマ瑞穂） 硬式野球部

5月18日 中日新聞 侍ジャパン　選考難航 卒業生：栗林良吏さん

5月18日
中日新聞（中濃・岐
阜近郊版）

ぎふ中日文化センター 鷲津秀樹非常勤講師

5月18日 ぴあ
『５月の花嫁学校』―男女格差が問題になっているいまこそ見る価値の
ある映画

池上彰教授

5月18日
ICT教育ニュース(ア
ウトソーシングテクノ
ロジー)

日本国際協力センター、日米大学生を対象としたオンライン・プログラム
を開催

5月18日 Yahoo!ニュース
“トランプ復権”で大リーグ機構は共和党との関係修復が急務【メジャー
リーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

5月18日 dニュース(NTTドコモ) 池上彰氏の甘すぎる論考　米軍アフガン撤退で戦争は終結などしない 池上彰教授

5月18日
おたくま経済新聞
(シー・エス・ティー・エ
ンターテインメント)

自動運転向けリスクアセスメントに貢献する自己位置推定評価技術を開
発

理工学部：目黒淳一准教授

5月18日
ヒロシマ平和メディア
センター(中国新聞
社)

つないだ希望の火　家族に感謝　挑戦へ決意　聖火リレー県内スタート 人間学部１年：谷本七星

5月18日
大学プレスセンター
(大学通信)

自動運転向けリスクアセスメントに貢献するシミュレータ技術を開発 理工学部：目黒淳一准教授

5月18日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

栗林に続け！中京大中京や享栄などから愛知大学リーグに進んだ県内
完結形の選手たち

卒業生：栗林良吏さん

5月18日
どうなる!EVみらい(超
小型EV友の会)

【新技術・自動運転】自動運転向けリスクアセスメントに貢献するシミュ
レータ技術を開発

理工学部：目黒淳一准教授

5月18日 婦人公論.jp パナソニック株を手放さない理由〈開運株日記〉 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

5月18日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

中部大が出場辞退　部内にコロナ陽性者　愛工大が不戦勝で勝ち点　１
部は全日程終了【愛知大学野球】

法学部2年：河田隆博さん（外野手）

5月18日 PRESIDENT Online
［株式会社マップフォー］　自動運転向けリスクアセスメントに貢献する自
己位置推定評価技術を開発

理工学部：目黒淳一准教授

5月19日 読売新聞 愛知大学野球　春季日程終了 硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2021年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月19日 中日新聞 大学野球　愛知春季L　全日程終了 硬式野球部

5月19日 朝日新聞
SDGs課題解決へ知恵と工夫　みらい甲子園受賞2項の取り組み紹介
「生理」で教育を止めさせない　SDGsアイデア賞名城大付属高

附属高校

5月19日 広島ホームテレビ 【カープ道】鯉の守護神！栗林論
卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：山内壮馬コーチ

5月19日
シンニチ保険Web(新
日本保険新聞社)

損保ジャパン、「自動運転向けデジタルリスクアセスメント」の開発 理工学部：目黒淳一准教授

5月19日 あなたの静岡新聞 浜松・蜆塚中　１年遅れの６０周年式典　「歴史の一員」生徒自覚 天野浩特別栄誉教授

5月19日
JPubb(レッドクルー
ズ)

新宮川水系・五ヶ瀬川水系の河川整備基本方針について気候変動を踏
まえた新たな計画への初の見直しに向けて審議を開始～河川整備基本
方針検討小委員会（第１１０回）をＷＥＢで開催～

都市情報学部：柄谷友香教授

5月20日 読売新聞 変異型判別90分で　名城大教授ら確立1週間から短縮 薬学部：神野透人教授

5月20日 朝日新聞（夕刊）
コロナの交付金でイカ　不適切？地域の光？　能登に巨大モニュメント
海外でも報道

都市情報学部：昇秀樹教授

5月20日 東海テレビ 【スイッチ！】名古屋から全国へ　”ゴミ拾い×ジョギング”　プロギング 在学生

5月20日 東海テレビ 【村上佳菜子の週刊愛ちっち】安全・安心・快適なくらしに役立つITS 理工学部：鈴木秀和准教授

5月20日
Full-count(Creative2
/ メディア・ヴァーグ)

０－３０の完敗からの船出　千葉学芸を勝てるチームに押し上げた強化
の“サイクル”

卒業生：高倉伸介さん

5月20日
日刊ケミカルニュー
ス(科学企画出版社)

旭化成　「知財功労賞」経済産業大臣表彰を受賞 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

5月20日 卓球レポート(タマス) 各地の大会結果　２０２１年度　東海学生春季リーグ 卓球部

5月20日
JPubb(レッドクルー
ズ)

安心・安全な自動運転走行を支援するインシュアテックソリューション「自
動運転向けデジタルリスクアセスメント」の開発

理工学部：目黒淳一准教授

5月21日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体柔道 附属高校

5月21日 毎日新聞 【NEWSの窓】世界を照らすLED残し
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

5月21日 中部経済新聞 【ひと言】「終活」が映画になった 卒業生：一柳鎨さん

5月21日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

Ｕ１８代表も誕生！２０１６年に春夏連続甲子園出場を果たしたいなべ総
合ナインのその後

卒業生：藤井 亮磨さん

5月21日
livedoor ニュース
(LINE)

ケインズ「一般理論」が今でも実用性の高い理由 池上彰教授

5月21日 財経新聞
進学ガイダンスはオンラインで！「学びのガイダンス２０２１・夏」は限定
配信コンテンツが満載　受験対策も進路選びの情報収集もできる盛りだ
くさんのこのイベント、参加費は無料！（学研プラス、日本ドリコム共催）

池上彰教授

5月22日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】「敷嶋」復活9代目挑戦
農学部4年：山本未来さん、農学部3
年：高須菜々恵さん、小堀愛佳さん

5月22日 中部経済新聞 教育コンサルのイーバリュー　学生の部活動応援 準硬式野球部

5月22日 中日新聞 ◇名古屋市議南区補選立候補者 卒業生：高橋祐介さん

5月22日
タウンニュースてん
ぱく

100円朝食実施　長引くコロナ禍困窮の学生支援　名城大

5月23日 日経xwomanTerrace 巻き込みながら教える方法 池上彰教授

5月23日
livedoor ニュース
(LINE)

「メディアの偏った報道」解消に挑む阪大教授の志 池上彰教授

5月23日 産経ニュース
大学に広がるデータサイエンス教育、ＩＴ人材需要で学部新設　指導者
不足が課題

情報工学部

5月24日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】274　自国の歩みから世界知る　日
本人の国際化

池上彰教授

5月24日 日刊工業新聞 機械技術６月号／環境と安全に配慮した機械加工のエコソリューション 理工学部：成田浩久教授

5月25日 中日スポーツ 「Ｃ党に笑顔届ける」栗林、セ勝ち越しへ意地見せる 卒業生：栗林良吏さん

5月26日 日経産業新聞 ７カ国の変異株、判別可能。 薬学部：神野透人教授

5月26日 東京新聞 より見やすく読みやすく6月1日からの紙面

5月26日 よろず～ニュース 温水洗浄便座　今では８割以上の家庭に　日本生まれのスゴいモノ
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授
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メディアで見る名城大学（2021年5月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

5月26日 建設通信新聞
【中部地方整備局】インフラ分野のＢＩＭ／ＣＩＭ活用人材育成　「中部イ
ンフラＤＸセンター」開設

理工学部：鈴木温教授

5月27日
中日新聞（知多総
合）

頑張ります　☆第70回全日本大学野球選手権記念大会
硬式野球部
経営学部4年：大高健士朗さん

5月27日 中日新聞 夢への道 卒業生：栗林良吏さん

5月27日 Yahoo!ニュース
バントのサイン！？覚えない！いや、覚えられない！憲伸、今だから語
る“オリジナルサイン”のススメ

硬式野球部：山内壮馬コーチ

5月27日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

【大学ランキング】東海の高校生が選ぶ「校風が良い」大学ランキングＴ
ＯＰ１０！　１位は「青山学院大学」【２０２０年調査】

5月27日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【愛知大学野球】Ｖ名城大のリリーフエース松本凌人がＭＶＰ　ベストナイ
ンは３人選出

硬式野球部　法学部2年：松本凌人
さん、河田隆博さん、経営学部3年：
野口泰司さん

5月27日 dニュース(NTTドコモ)
９試合中７試合投げて防御率１．６９　最速１５０ｋｍサイドのＭＶＰ右腕
名城大・松本凌人が全国デビューに燃える【愛知大学野球】

硬式野球部　法学部2年：松本凌人
さん

5月28日 中日スポーツ 松本凌（名城大）全国で輝く　愛知大学野球
硬式野球部　法学部2年：松本凌人
さん、河田隆博さん、経営学部3年：
野口泰司さん

5月28日 中日新聞 名城大・松本凌MVP　大学野球　愛知春季リーグ表彰
硬式野球部　法学部2年：松本凌人
さん、河田隆博さん、経営学部3年：
野口泰司さん

5月28日 中日スポーツ 連続無失点「18」に　栗林 卒業生：栗林良吏さん

5月28日 中日新聞 西武4-4広島 卒業生：栗林良吏さん

5月28日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

現代人が今、ケインズ「一般理論」を知るべき理由　池上彰×山形浩生
「教養としての経済学」対談

池上彰教授

5月28日
Medery. Caharacter’
s(ぴあ)

日本ゲーム大賞２０２１「Ｕ１８部門」１３組が予選大会へ進出！　次の予
選大会は６月１３日（日）オンラインで開催

愛知総合工科

5月28日
livedoor ニュース
(LINE)

低迷カープの“希望の光”…栗林良吏ら「ルーキ―三人衆」の意外な共
通点

卒業生：栗林良吏さん

5月28日 NHK 【まるっと！】大学生が提案！手軽に”コンポスト”を
Clean Green　法学部4年：三輪久美
子さん

5月29日 読売新聞 １００円朝食で学生支援　名城大

5月29日 朝日新聞 【オーサー・ビジット　作家が教室へ！】心躍る授業　さあ一緒に 池上彰教授

5月29日 中日スポーツ 栗林　節目１０S 卒業生：栗林良吏さん

5月29日 中日新聞 広島打ち勝つ　広島10-8ロッテ 卒業生：栗林良吏さん

5月29日 dニュース(NTTドコモ) 氷見高生のイノシシカレー　ふるさと納税　返礼品目指す

5月29日
livedoor ニュース
(LINE)

急伸のＮＨＫ武田、日テレ藤井、ゴゴスマ石井を新井恵理那、谷原章介
が猛追【好きなキャスター２０２１ベスト３０】

池上彰教授

5月30日 朝日新聞 電気自動車から発生の電磁波測定設備が完成 卒業生：梶田幸央さん

5月31日 朝日新聞 対コロナ、多分野の研究が貢献　鶏肉銘柄解析を応用 薬学部：神野透人教授

5月31日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】立教大生との対話編 池上彰教授

5月31日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体レスリング 附属高校
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