
メディアで見る名城大学（2022年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月1日 ★伊勢新聞 平岡さん自分史出版 卒業生：平岡久尚さん

11月1日 中日新聞 ◇ラグビー　東海学生リーグ最終日（30日） ラグビー部

11月1日 東京新聞 先生！数学の宿題が多すぎます　高校生らの悲痛な訴え 教職センター：竹内英人教授

11月1日 日本経済新聞 【やっぱり変だよ、日本の教育 1】「飛び入学」わずか7人
理工学部：鈴木紀明教授、理工学
部2年：大岩亮太さん

11月1日
NEWSポストセブン
(小学館)

深刻化する“朝日新聞離れ”「吉田調書」問題で社内は萎縮、気骨ある
記者は一掃された

池上彰教授

11月1日 Olympics.com 【陸上】全日本大学女子駅伝：名城大が６連覇．．．５区間で区間賞 女子駅伝部

11月1日
JPubb(レッドクルー
ズ)

北陸三県合同ＵＩＪターンセミナーの開催について

11月1日
JPubb(レッドクルー
ズ)

【サポート契約】名城大学女子駅伝部　第４０回全日本大学女子駅伝優
勝・大会６連覇おめでとうございます！

女子駅伝部

11月1日 広告朝日
大学自動車部対抗のｅモータースポーツ大会「ＧＴ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｌｅａｇｕｅ　
２０２２」　決勝大会進出１０校が決定！

e-sports研究会

11月1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　後期　延期
分　１１／２結果速報！

蹴球部

11月2日 朝日新聞 名古屋商工会議所　嶋尾正会頭　ご就任おめでとうございます 卒業生：一柳鎨さん

11月2日 中日新聞 名古屋商工会議所　祝　嶋尾新会頭就任
卒業生：一柳鎨さん、立花貞司理事
長、小原章裕学長

11月2日 読売新聞 W杯20日開幕　サッカー近代史と密接 外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月2日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】女子駅伝部　史上初の全日本女子駅伝６連覇達成！！ 女子駅伝部

11月2日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】明治神宮野球大会への出場を決めた硬式野球部 硬式野球部

11月2日
goo 自動車&amp;バ
イク(NTTレゾナント)

鈴鹿で激戦！「ｅＳｐｏｒｔｓの箱根駅伝」を大学自動車部が競う－－－予
選結果

e-sports研究会

11月2日
livedoor ニュース
(LINE)

「２０２３年ドラフト戦線」主役の１０人　超高校級スラッガー、１５５キロ左
腕、爆肩捕手など大豊作

法学部3年：松本凌人さん

11月2日
エネルギーフォーラ
ム

【特集１】蓄電池が直面する二つの環境問題　「循環経済」の実現が解
決の鍵に

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月2日 リセマム(イード) 大学自動車部が競う「ｅＳｐｏｒｔｓの箱根駅伝」決勝進出１０校 e-sports研究会

11月2日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

【東海の理系高校生が選んだ】「志願したい大学」ランキングＴＯＰ２０！　
第１位は「名古屋大学」！【２０２２年最新調査結果】

11月2日 スポニチ
池上彰氏　なぜトランプ前大統領が“主役”に…米中間選挙のカラクリを
解説「実はバイデン大統領の戦略」

池上彰教授

11月3日 朝日新聞 秋の叙勲　県内138人
稲垣公治名誉教授、肥田進名誉教
授

11月3日 中日新聞 秋の叙勲　県内から138人
稲垣公治名誉教授、肥田進名誉教
授

11月3日 中日新聞 秋の叙勲　長年の歩みに光 稲垣公治名誉教授

11月3日 中日新聞 【エンタ目】感動の名古屋クルーズ 卒業生：佃典彦さん

11月3日 読売新聞 秋の叙勲　１３８人に栄誉 稲垣公治名誉教授

11月3日 日本経済新聞 秋の叙勲受章者――愛知
稲垣公治名誉教授、肥田進名誉教
授

11月3日 msnニュース
大谷が米メディアＭＶＰ投票で大差落選…米国に「人種差別」の壁はま
だあるのか

外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月3日 週刊文春 電子版 中間選挙前に世論は動く｜池上彰 池上彰教授

11月3日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

【東海の女子高校生が選んだ】「志願したい大学」ランキングＴＯＰ２０！　
第１位は「南山大学」と「名城大学」！【２０２２年最新調査結果】

11月4日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

名古屋の和菓子店舗を自転車で巡るマイクロツーリズムをご提案

11月4日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【第２回】名城大学×トヨタコネクティッド　産学連携授業スタート

2022/12/5

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。

1 / 10 



メディアで見る名城大学（2022年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月4日
Infoseek ニュース(楽
天グループ)

一般社団法人　未来家計研究所は名城大学経営学部と「家計分析」を
テーマに産学共同研究を１０月より開始

経営学部：田代樹彦教授、鳥居弘
志教授

11月4日 エキサイトニュース
「ＦＰ　Ｏｆｆｉｃｅ」を運営するライフコンサルティング株式会社と一般社団法
人未来家計研究所、ライフプランニング研究分野で業務提携を締結

経営学部：田代樹彦教授、鳥居弘
志教授

11月4日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名城大学】経営学部と一般社団法人未来家計研究所が産学共同研究　
「家計分析」をテーマに１０月から開始

経営学部：鳥居弘志教授

11月4日
modelpress(ネットネ
イティブ)

おばたのお兄さん、大学生から２年越しのＤＭに歓喜　「楽しみにしてく
れて…」

11月4日 Yahoo!ニュース
２３年の大学生投手は全国規模にみても豊作　実力、知名度トップにい
くのは、名城大、大阪商業大の剛腕　マックスはいずれも１５０キロ以上

法学部3年：松本凌人さん

11月4日
livedoor ニュース
(LINE)

ノーベル賞候補の飯島終身教授も特技披露…名城大で「大学祭」　３年
ぶりに学外からの来場者受け入れ

飯島澄男終身教授

11月4日
Fresh eyeニュース(ス
カラコミュニケーショ
ンズ)

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５回
大会優勝は立修館高等専修学校、星槎国際高等学校仙台学習セン
ター！

愛知総合工科

11月4日 Gamer(イクセル)
第５回「ぷよぷよフューチャーカップ」立修館高等専修学校と星槎国際高
等学校仙台学習センターの合同チームが優勝！

愛知総合工科

11月5日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　私学祭　体育大会サッカー競技（愛知）１１／６結果速報！ 蹴球部

11月5日 日本経済新聞 マスク氏、Ｔｗｉｔｔｅｒ従業員を半減へ　池上彰さんらとＴｈｉｎｋ！ 池上彰教授

11月5日 中部経済新聞 カリテコバイクで熱田の和菓子巡り　きょうからキャンペーン

11月5日 Yahoo!ニュース
【東海の男子高校生が選んだ】「志願したい大学」ランキング！　第１位
は「名城大学」！

11月5日 エキサイトニュース 【速報中】愛知教育ｖｓ名城は、愛知教育が１点リードで前半を折り返す 蹴球部

11月5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１４節】愛知教育が名城を突
き放しての勝利

蹴球部

11月5日 Yahoo!ニュース
【東海の女子高校生が選んだ】「志願したい大学」ランキング！　第１位
は「南山大学」と「名城大学」！

11月6日 中京テレビ 走りたい！～名城大学女子駅伝部　今どきスポ魂で6連覇へ～ 女子駅伝部

11月6日 NewsPicks 【池上彰】世界で起きていることの「全体像」を掴む極意 池上彰教授

11月6日 丹波新聞
大学と共同開発「赤じゃが」　名門ホテルでも使用の特産品　連載”まち
の世間遺産”

元教職員：川上幸治郎さん

11月6日 エキサイトニュース 【インカレ男子準決勝】まもなく開始！日体大ｖｓ名城 ハンドボール部

11月6日 エキサイトニュース 【速報中】日体大ｖｓ名城は、日体大が２点リードで前半を折り返す ハンドボール部

11月6日 Yahoo!ニュース
ダイニングがないってどういうこと？　デザインの力で「ワクワクする家」
をつくり出した建築家のすごいアイディアとは

卒業生：桐山啓一さん

11月6日 エキサイトニュース 【インカレ男子準決勝】日体大が名城に大きく点差をつけて勝利 ハンドボール部

11月6日 Yahoo!ニュース
１９６センチの大型スラッガーの本塁打、２３年ドラフト上位候補の投球
も！見どころ満載だった東海地区の逸材たち

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん、法学部3年：松本凌人さん、
伊藤雄紀さん

11月7日 中日新聞 赤崎さん　ノーベル賞の軌跡
故・赤﨑勇終身教授・特別栄誉教
授

11月7日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】科学と社会　読書で学ぶ 池上彰教授

11月7日 読売新聞（三河） 県名産「みりん」の魅力語る 農学部：加藤雅士教授

11月7日
Infoseek ニュース(楽
天グループ)

コーワメックス、愛知県内開催の世界的スタートアップイベント「Ｓｔａｒｔｕｐ　
Ｗｅｅｋｅｎｄ」スポンサー契約締結のお知らせ

社会連携ゾーンshake

11月7日
月陸Online(陸上競技
社)

全日本大学女子駅伝　次回の出場枠決定　関東・関西予選は３校に出
場権

女子駅伝部

11月7日 Yahoo!ニュース
【駅伝】全日本大学女子駅伝　次回の出場枠決定　関東・関西予選は３
校に出場権

女子駅伝部

11月8日 中日新聞 県勢17人金賞で技能五輪が閉幕 愛知総合工科

11月8日 中日新聞 人間国宝・野村さんら3人と1団体を顕彰　東海財界人の「丸八会」
女子駅伝部、米田勝朗監督、外国
語学部4年：小林成美さん

11月8日 msnニュース
米国経済の影響をモロに受けるマイナーリーグ…頼みの綱の広告収入
も減少か（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月8日 ノアドット
「グランツーリスモ」シリーズタイトルのｅモータースポーツ　決勝大会進
出１０校が決定

e-sports研究会

11月9日 教育学術新聞 高大接続改革とコロナ禍 附属高校：山村信一先生
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月9日 中日新聞 和食支えるみりん　研究者魅力語る 農学部：加藤雅士教授

11月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

ランニングポリス、大会支援に意気込み　いびがわマラソン警備の４人 卒業生：井上葉南さん

11月9日
日本の研究.com(バ
イオインパクト)

フロリゲンの機能を直接制御できる化合物を発見　花と実りをもたらす
新しい分子の開発へ

11月9日
47NEWS(全国新聞
ネット)

池上彰さん講演、パネル討論も　広島市で１２月６日フォーラム 池上彰教授

11月10日 中日スポーツ 最良の投法模索　栗林 卒業生：栗林良吏さん

11月10日 テレビ愛知 【5時スタ！】くすり　正しい知識　実験で学ぶ 薬学部：間宮隆吉准教授

11月10日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【一覧】２０２３年大学生ドラフト候補リスト 法学部3年：松本凌人さん

11月10日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】ハンドボール部　全日本インカレで２４年ぶり全国３位！！ ハンドボール部

11月10日
月陸Online(陸上競技
社)

中学生から日本代表まで福島に集結！東日本女子駅伝１１月１３日に
開催　新谷仁美擁する東京、千葉、長野ら有力

人間学部1年：米澤奈々香さん、法
学部3年：増渕祐香さん

11月10日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】全日本大学女子駅伝　圧巻リレーで史上初の６連覇 女子駅伝部

11月10日
大学プレスセンター
(大学通信)

第２回　名城大学×トヨタコネクティッド　産学連携授業スタート

11月10日 Yahoo!ニュース
上武大が関東王者！明治神宮大会・大学の部の全対戦カードが出揃
う！

硬式野球部

11月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

Ｇ７労働雇用大臣会合へ準備進む　ノーベル賞受賞者の講演も　２３年
４月倉敷開催　【岡山】

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月11日 中日新聞（西濃） 【がんばります】 ◇多和田尚旗さん（20）＝名城大2年 経営学部2年：多和田尚旗さん

11月11日 週刊文春 電子版 中間選挙次第でウクライナに不利に｜池上彰 池上彰教授

11月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学日本代表でも吉報は届かず…この秋のプロ入りが叶わなかった大
学生の逸材たち

経済学部4年：野口泰司さん

11月11日 財経新聞
スタートアップセレクション、Ｓｔａｒｔｕｐ　Ｗｅｅｋｅｎｄ名古屋へ協賛し、中部
東海での起業家支援を拡大へ

11月11日 Yahoo!ニュース
【解説】くすりの飲み方…間違っている人が７割？　正しい飲み方を専門
家に聞く

薬学部：間宮隆吉准教授

11月11日
livedoor ニュース
(LINE)

【準硬式野球】１３日に甲子園で日本一決定戦　東日本選抜・中島健輔
主将「歴史に残る一戦に」

法学部4年：山形祐介さん

11月11日 時事ドットコム 「伝統的酒造りシンポジウムｉｎ名古屋」を開催＝名古屋国税局 農学部：加藤雅士教授

11月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

各チームの選手が続々福島入り　２日後の大会に備え調整《１１月１３
日・東日本女子駅伝》

法学部3年：増渕祐香さん

11月11日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２２年度　第２回東海学生サッカーリーグ新人戦　２回戦　１１／１３結
果速報！

蹴球部

11月11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　後期　１１／
１２結果速報！

蹴球部

11月12日 朝日新聞 名城大V6　黄金期導いた卒業生　女子駅伝　中尾真理子コーチ 女子駅伝部：中尾真理子コーチ

11月12日 読売新聞
【キャンパス発　名城大・日本酒研究会】酒分析　品質向上も手助け　名
古屋国税局　鑑定官室

農学部3年：川嶋隆之介さん、中根
姫杏さん、牟田晃子さん、同2年：山
田暖斗さん、近藤翼さん、外国語学
部1年：堀田和秀さん、農学部：加藤
雅士教授

11月12日 あなたの静岡新聞
熱海土石流　行政対応検証、独立性に疑問　議事録取らぬ会合／県任
せのヒアリング…事務局主導の運営浮き彫り

理工学部：小髙猛司教授

11月12日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰氏が解説「聖書を知らないと損をする訳」 池上彰教授

11月12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１７節】愛知東邦が名城との
一進一退を制す

蹴球部

11月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

宮城１区に名城大のスーパー１年生米沢奈々香「実業団の選手にチャ
レンジしたい」／東日本女子駅伝

人間学部1年：米澤奈々香さん

11月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学準硬式・東日本選抜ｖｓ西日本選抜 法学部4年：山形祐介さん

11月12日
月陸Online(陸上競技
社)

法大・内田隼太が２８分１６秒６８の自己新　桜美林大ネルソンが学生歴
代６位の２７分２９秒９２／日体大記録会

人間学部4年：山本有真さん

11月13日
月陸Online(陸上競技
社)

東京　３大会ぶり節目のＶ１０！アンカー新谷仁美「何もしていない」１分
差逆転＆６１秒差つける爆走／東日本女子駅伝

法学部3年：増渕祐香さん

11月13日 エキサイトニュース
【第２回東海学生サッカーリーグ新人戦２回戦】まもなく開始！中部ｖｓ名
城

蹴球部

11月13日 エキサイトニュース 【速報中】中部ｖｓ名城は、名城が１点リードで前半を折り返す 蹴球部
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メディアで見る名城大学（2022年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月13日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【東日本女子駅伝】群馬代表・岡本春美が２年連続１区区間賞　２位静
岡代表に３３秒差つける

人間学部1年：米澤奈々香さん

11月13日 msnニュース
大阪桐蔭高や明治大などが出場　第５３回明治神宮野球大会の全出場
校が決定

硬式野球部

11月14日
日本食糧新聞・電子
版

三井会、「第１９回勉強会」開催　業界結束呼び掛け 小原章裕学長

11月14日 msnニュース 新谷仁美で逆転！東京、千葉に並ぶ最多１０度目Ｖ／東日本女子駅伝 法学部3年：増渕祐香さん

11月14日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【東日本女子駅伝】仙台育英・杉森心音７人抜き区間賞「とにかく１人１
人」宮城５位に貢献

人間学部1年：米澤奈々香さん、法
学部3年：増渕祐香さん

11月14日 ASCII.jp
学習プラットフォーム「Ｍｏｎｏｘｅｒ」、『Ｆｏｃｕｓ　Ｇｏｌｄ』と連携して新しい数
学の学習体験を提供開始

教職センター：竹内英人教授

11月15日 朝日新聞 弥富市長選は現新一騎打ち 卒業生：横井克典さん

11月15日 中日新聞 初の春秋連覇　名城大が報告　愛知大学野球
硬式野球部、安江均監督、経済学
部4年：中村昂央さん、都市情報学
部4年：中村太志さん

11月15日 中日新聞 被災者捜索の体験を聞く　名古屋の大学生消防団 都市情報学部2年：宮西晃太さん

11月15日 中日新聞 新型コロナ株　識別の実験　天白の名城大で高校生 薬学部：神野透人教授

11月15日 中日新聞 幼児から50代まで気合の蹴りや突き　日本拳法中部大会 農学部2年：児玉蒼明さん

11月15日 中日新聞（尾張） 【11.20弥富市長選】２候補の第一声 卒業生：横井克典さん

11月15日 中日スポーツ 「優勝狙えるチャンス」明治神宮大会出場の名城大野球部
硬式野球部、安江均監督、経済学
部4年：中村昂央さん、都市情報学
部4年：中村太志さん

11月15日 中日スポーツ 「チーム一丸で戦えた」インカレ3位の名城大ハンド部

ハンドボール部、本山慶樹監督、山
田豊部長、法学部4年：三木嵩史さ
ん、同3年：下坂真冬さん、水谷倭さ
ん

11月15日 日刊工業新聞
【ほしい人材×育てる人材 83】名城大学キャリアセンター長　勝浦正樹
氏

キャリアセンター：勝浦正樹センター
長

11月15日 毎日新聞 モザミュータイルラボ・リレープロジェクト、始動。 理工学部：谷田真准教授

11月15日 毎日新聞 ◇弥富市長選立候補者 卒業生：横井克典さん

11月15日 読売新聞 弥富市長選　現新対決 卒業生：横井克典さん

11月15日 ValuePress!
『量子文化への期待と日本の役割への期待』（集計版）無償提供！量子
技術の進展に期待、研究者を育てる環境づくりや、日本独自のものづく
りに期待高まる！ＡＱＵ先端

11月15日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】「体操のお兄さん」佐藤弘道薬学部特任教授が「健康づくり
体操」を指導

佐藤弘道特任教授

11月16日 中日新聞 24年ぶり4強進出「力を出し切った」　名城大ハンド部全国3位 ハンドボール部

11月16日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校新人体育柔道名南支部予選（5日） 附属高校

11月16日 財経新聞 明治神宮野球大会の全試合を１１月１８日（金）から無料ライブ配信 硬式野球部

11月16日 EdTechZine(翔泳社)
記憶定着プラットフォーム「Ｍｏｎｏｘｅｒ」が数学教材『Ｆｏｃｕｓ　Ｇｏｌｄ』と連
携、２０２３年度に導入教室向けに販売

教職センター：竹内英人教授

11月17日 朝日新聞 大阪桐蔭　初戦は東邦 硬式野球部

11月17日 中日新聞 【学ぶ】通常学級で授業工夫

11月17日 教育家庭新聞
Ｍｏｎｏｘｅｒ、数学教材『Ｆｏｃｕｓ　Ｇｏｌｄ』シリーズ提供開始、著者を招いて
ＷＥＢセミナー「数学は暗記科目か？」１１／２０開催

教職センター：竹内英人教授

11月17日
ベースボールチャン
ネル(カンゼン)

ドラフト候補続々…明治神宮大会２０２２、注目大学生野手５人　各校の
個性溢れる中心選手たち

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん、人間学部4年：真田拓さん、
法学部3年：松本凌人さん

11月17日
ベースボールチャン
ネル(カンゼン)

【神宮大会２０２２】第５３回明治神宮野球大会　試合日程スケジュール
一覧（高校の部・大学の部）

硬式野球部

11月17日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

今年の明治神宮大学の部は来年、再来年のドラフト候補が多数！歴史
に残る大会に！

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

11月18日 朝日新聞 愛知県知事選に上原氏出馬へ 卒業生：上原俊介さん

11月18日 毎日新聞 愛知県知事選に上原氏出馬表明 卒業生：上原俊介さん
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メディアで見る名城大学（2022年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月18日 読売新聞 知事選に出馬　上原氏が表明 卒業生：上原俊介さん

11月18日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

明治神宮大会・大学の部は環太平洋大ｖｓ国際武道大など２試合が予
定

硬式野球部

11月18日 中日新聞 愛知県知事選に上原氏出馬表明　武豊の薬剤師 卒業生：上原俊介さん

11月18日
カナロコ(神奈川新聞
社)

川崎の高校でノーベル賞吉野さん講演　電池の研究過程語る 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月18日
月陸Online(陸上競技
社)

１００００ｍ記録会に駒大・山野力ら主力エントリー、東洋大は石田ら１６
人が登録　９大会ぶり国立開催

法学部3年：増渕祐香さん、人間学
部2年：谷本七星さん、法学部1年：
原田紗希さん

11月18日 週刊文春 電子版 中間選挙の「敗者」はトランプ｜池上彰 池上彰教授

11月18日
ベースボールチャン
ネル(カンゼン)

【試合速報】神宮大会２０２２　スコア経過　試合結果一覧｜第５３回明
治神宮野球大会

硬式野球部

11月18日 Yahoo!ニュース 寺田総務相「運動買収」問題、大臣辞任は避けられない 元教職員：郷原信郎さん

11月18日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

ＭＶＰ逃した大谷、自分自身で評価のハードル上げた 外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月18日 All About NEWS
東海・北陸の高校生が選ぶ「イキイキしていると思う大学」ランキング！　
３位「名城大」、２位「名古屋大」、１位は？

11月19日 ★産経新聞 唯一無二の二刀流　毎年MVP候補も 外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月19日 朝日新聞 弥富市長選　あす投開票 卒業生：横井克典さん

11月19日 中日新聞 弥富市長選　あす投開票 卒業生：横井克典さん

11月19日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校新人体育柔道名南支部予選（5日まで） 附属高校

11月19日 毎日新聞 弥富市長選あす投票 卒業生：横井克典さん

11月19日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

國學院大ｖｓ仙台大の初戦は前回大会と同カード！明治神宮大会・大学
の部の予定

硬式野球部

11月19日 日刊スポーツ
巨人３位指名田中千晴投手の国学院大と昨年のリベンジ燃える仙台大
が対戦／大学の部見どころ

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん、岩井俊介さん

11月19日
livedoor ニュース
(LINE)

ロシア正教会がウクライナ侵攻を”祝福”する理由 池上彰教授

11月19日 エキサイトニュース 【明治神宮野球大会大学の部１回戦】まもなく開始！九州共立ｖｓ名城 硬式野球部

11月19日 navicon
１１／２０、池上彰がテレ東の経済番組で初ＭＣ担当！あなたの経済知
識は“今の時代”にあっている？

池上彰教授

11月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大・真田拓、６回先頭に内野安打許しノーノーならず　九州共立大
相手に半袖で熱投

硬式野球部

11月19日 エキサイトニュース 【明治神宮野球大会大学の部１回戦】名城が九州共立を破る 硬式野球部

11月19日
livedoor ニュース
(LINE)

名城大が２８年ぶりの勝利で１回戦突破　先発の真田が五回までノー
ノーと快投　明治神宮大会

硬式野球部

11月19日 Yahoo!ニュース
名城大が初戦突破、國學院大が４強一番乗り＜明治神宮大会・大学の
部＞

硬式野球部

11月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

国学院大の立花がルーキー代打弾「スピードボールに負けないように打
ち返した」【神宮大会】

硬式野球部

11月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大、投打かみ合い初戦突破　先発真田拓は７回２安打無失点「しっ
かりと自分たちの野球を」

硬式野球部

11月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が九州共立大に完封勝ち　真田拓５回までノーノーも「意識はし
ていませんでした」

硬式野球部

11月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が２８年ぶり勝利　真田拓が７回を２安打無失点に抑える好投
【明治神宮野球大会】

硬式野球部

11月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大ｖｓ九州共立大 硬式野球部

11月20日 朝日新聞 仙台育英　大逆転　明治神宮大会 硬式野球部

11月20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

11月20日 中日新聞 名城大準々決勝へ　明治神宮大会 硬式野球部

11月20日 中日新聞 ハス復活目指し「池干し」

11月20日 中日スポーツ 名城大28年ぶり白星 硬式野球部

11月20日 日本経済新聞 仙台育英と広陵　準決勝に進出　明治神宮野球 硬式野球部

11月20日 毎日新聞 【池上彰のこれ聞いていいですか？】国葬　岸田首相が私物化 池上彰教授
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メディアで見る名城大学（2022年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月20日 読売新聞 仙台育英　逆転サヨナラ 硬式野球部

11月20日 東京新聞 仙台育英と広陵4強　明治神宮大会 硬式野球部

11月20日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

明治大が登場！明治神宮大会・大学の部の試合予定 硬式野球部

11月20日 dニュース(NTTドコモ) 山形・飯豊の風雪よけ「かざらい」継承へ、山形大などがワークショップ

11月20日
livedoor ニュース
(LINE)

名城大が２８年ぶり神宮星　来秋ドラフト候補・松本２回４Ｋ、自己最速タ
イ１５１キロ出た

硬式野球部

11月20日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

戦国東都はやっぱり強い　名城大は北陸・東海三連盟の意地を見せら
れるか

硬式野球部

11月20日
SPORTS BULL(運動
通信社)

国立競技場で自己ベスト続出　試験導入の電子ペーサーが一役…１万
Ｍ記録挑戦競技会

女子駅伝部

11月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大・谷本七星の初１万ｍは３２分３８秒４５「すごくワクワク」／陸上 人間学部2年：谷本七星さん

11月21日 中日新聞 トランプ・アゲインの世界は？市民レベルも分極化 法学部：松本俊太教授

11月21日 中日新聞 2年の努力結実　夢向け難関突破 愛知総合工科

11月21日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】315　米中間選挙取材記・上 池上彰教授

11月21日 読売新聞 【キャリセン通信】大事なのは企業研究 キャリアセンター：大竹純平さん

11月21日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

関東王者・上武大が登場！明治神宮大会・大学の部はベスト４が出揃う
予定

硬式野球部

11月21日 日刊スポーツ
上武大－名城大の準々１試合　来年ドラフト候補の進藤勇也、岩井俊介
らに注目／大学の部見どころ

硬式野球部

11月21日 日刊スポーツ
大阪桐蔭－仙台育英、広陵－北陸、上武大－名城大　明治神宮大会／
速報します

硬式野球部

11月21日 #gunma上毛新聞 《明治神宮野球大会》上武大きょう２１日初戦 硬式野球部

11月21日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大の山本有真が４９分２１秒で１０位と健闘　小林成美５１分２５秒、
荒井優奈５３分３２秒　優勝は３０００ｍ障害女王のチェプコエチ／セブン
ヒルズ１５＆＃１３２１４；ロード

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

11月21日 エキサイトニュース 【明治神宮野球大会大学の部２回戦】まもなく開始！名城ｖｓ上武 硬式野球部

11月21日 日本経済新聞 東北大学が半導体シンポ　産業基盤復活へ産学連携 天野浩特別栄誉教授

11月21日 エキサイトニュース 【明治神宮野球大会大学の部２回戦】名城が上武から勝利をもぎ取る 硬式野球部

11月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

《明治神宮野球大会・準々決勝》上武大学が名城大学に敗れる 硬式野球部

11月21日 Yahoo!ニュース
名城大が４３年ぶりの準決勝進出！４強出そろう＜明治神宮大会・大学
の部＞

硬式野球部

11月21日 スポニチ 名城大が４３年ぶりの準決勝へ　２２日は明大と激突 硬式野球部

11月21日
livedoor ニュース
(LINE)

名城大が４３年ぶり４強　４番・野口が決勝弾「打った瞬間入ったなと」
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大３投手完封リレーで４強進出　女房役の野口泰司が値千金Ｖ弾
「チームを救えて良かった」

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月21日 msnニュース
全日本大学選手権準Ｖの上武大は０―１で初戦敗退　谷口監督「名城
大の３投手がよかった」／神宮大会

硬式野球部

11月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大４３年ぶり４強導いたドラフト候補の松本凌人「よっしゃー！」完璧
リリーフで雄たけび

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

11月21日 グノシー
名城大が４３年ぶりの４強入り　野口泰司が決勝ソロ「チーム目標は全
国制覇なので．．．」／神宮大会

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月21日 msnニュース
名城大・安江仁監督が４３年ぶり４強に　「自分が１年の時、決勝で明大
に敗れて以来」／神宮大会

硬式野球部、安江均監督

11月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大ｖｓ上武大 硬式野球部

11月21日 時事ドットコム 名城大の野口、４番の仕事　明治神宮野球
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学選手権準Ｖの上武大、初戦で姿消す　谷口監督「名城大の黄金リ
レーに完敗です」【明治神宮野球大会】

硬式野球部

11月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大の最速１５１キロ右腕・松本がピンチで救援に成功【明治神宮野
球大会】

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

11月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大４３年ぶり４強導いた野口泰司の完璧弾「打った瞬間、入ったなと
思いました」

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月22日 ★毎日新聞 ファウルゾーン問題　ファン置き去り　日ハム新球場 外国語学部：鈴村裕輔准教授
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メディアで見る名城大学（2022年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月22日 朝日新聞 明治神宮大会　あす高校決勝 硬式野球部

11月22日 朝日新聞（夕刊） 強豪も新鋭も、めざすはＮｏ．１　バレー全日本大学選手権、２９日から バレーボール部

11月22日 中日新聞
児童虐待防止　名駅で呼びかけ　推進月間　中村区の中高大生や署員
ら

附属高校

11月22日 中日新聞 名城大　43年ぶり4強
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん、安江均監督

11月22日 中日スポーツ 名城大43年ぶり4強　野口　V弾＆完封導く
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん、安江均監督

11月22日 東京新聞 高校の部決勝は大阪桐蔭×広陵　明治神宮大会 硬式野球部

11月22日 毎日新聞 決勝　今年も大阪桐蔭VS広陵 硬式野球部

11月22日 読売新聞 広陵完封リレー　決勝へ 硬式野球部

11月22日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

名城大の剛腕サイド守護神が無安打の好リリーフで４強進出に貢献！
来年のドラフトへ向けてアピール

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

11月22日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

明治大ｖｓ名城大ほか　明治神宮大会・大学の部は準決勝開催 硬式野球部

11月22日
livedoor ニュース
(LINE)

名城大が４強進出　攻守で貢献の野口「全国制覇という形で恩返しした
い」

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月22日 Yahoo!ニュース
２試合連続完封の名城大が４３年ぶりの４強！主砲・野口の一発が決勝
点に

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月22日 msnニュース
４人に３人が支持も…メジャーの球団経営者たちが共和党への深入りを
ためらうワケ（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月22日 日刊スポーツ 国学院大－大商大、明大－名城大　明治神宮大会準決勝／速報します 硬式野球部

11月22日
サンスポ(産経デジタ
ル)

【速報中】４強激突！巨人Ｄ３位の国学院大・田中千が先発　大商大と
対戦／神宮大会

硬式野球部

11月22日 #gunma上毛新聞
《明治神宮野球大会・準々決勝》上武大学１点に泣く　自慢の強力打線　
沈黙

硬式野球部

11月22日 dニュース(NTTドコモ) 健大高崎高出身小林、伊藤が出場　名城大
硬式野球部、法学部4年：小林大介
さん、同3年：伊藤雄紀さん

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

《明治神宮野球大会》健大高崎高校出身の小林、伊藤　名城大から出
場

硬式野球部、法学部4年：小林大介
さん、同3年：伊藤雄紀さん

11月22日 エキサイトニュース 【明治神宮野球大会大学の部準決勝】まもなく開始！名城ｖｓ明治 硬式野球部

11月22日 Yahoo!ニュース
４３年ぶりの明治神宮大会ベスト４入りの名城大　大学日本代表捕手
や、来年ドラフト上位候補の剛腕を擁するタレント揃いのチーム

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

11月22日 Yahoo!ニュース 【スタメン一覧】明治大ｖｓ名城大　明治大は蒔田稔が先発！ 硬式野球部

11月22日 AXIS Web Magazine
学生が自由な創造でつくるタイルの実験場　「モザミュータイルラボ・リ
レープロジェクト」

理工学部：谷田真准教授

11月22日 エキサイトニュース 【明治神宮野球大会大学の部準決勝】明治が名城を破る 硬式野球部

11月22日 msnニュース
【大学野球】國學院大は投打が噛み合い決勝進出　明治大は宗山と中
村の一発などで勝利｜２０２２年明治神宮大会

硬式野球部

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大、４３年ぶり決勝進出ならず　明大に序盤から得点許す【明治神
宮野球大会】

硬式野球部

11月22日 エキサイトニュース 【神宮大会】　名城大が明大に敗れ、４３年ぶりの決勝逃す 硬式野球部

11月22日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

侍ジャパン大学代表候補選手　強化合宿の実施について 法学部3年：松本凌人さん

11月22日
大阪日日新聞(新日
本海新聞社)

国学院大と明大が決勝へ　明治神宮野球大会第５日 硬式野球部

11月22日 日本経済新聞 明治神宮野球、国学院大と明大が決勝へ 硬式野球部

11月22日 So-netニュース
明大が６年ぶりに決勝進出　名城大に快勝　国学院大との決勝へ　村
松主将「仕上がっている」

硬式野球部

11月22日 奈良新聞 国学院大と明大が決勝へ　－　明治神宮野球大会第５日 硬式野球部

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大２３年ぶりリベンジならず明大に敗戦　野口泰司「敗因は初回の
入りと自分の配球ミス」

硬式野球部

11月22日
livedoor ニュース
(LINE)

【神宮大会】　明大が６年ぶり決勝進出　国学院大との決戦へ村松主将
「自分たちの野球をすれば勝てる」

硬式野球部

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

明大、国学院大で決勝＝明治神宮野球 硬式野球部

11月22日
livedoor ニュース
(LINE)

侍ジャパン大学代表の強化合宿を１２月に実施　辻本、宗山ら参加メン
バー４４人発表

法学部3年：松本凌人さん

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

明大６年ぶり決勝進出　１６年以来の優勝へ王手　中日２位村松開人が
左前打で流れつくる

硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2022年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大は４３年ぶり決勝進出ならず　４番・野口は社会人でプロ目指す
【明治神宮野球】

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

来秋のドラフト候補の名城大・松本は２回無失点「練習してきたことを出
せた」【明治神宮野球】

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

11月22日 msnニュース
【神宮大会】　名城大は４３年ぶりの決勝進出逃す　野口泰司「２年後の
プロ野球という目標をぶらさずに」

硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月22日 msnニュース
【神宮大会】　名城大の来秋ドラフト候補のサイド右腕・松本凌人は２回
無失点の好救援も敗退「次は全国優勝できるように」

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学日本代表候補合宿に明治神宮大会で４３年ぶりに４強入りした名
城大・松本ら４４選手を発表

法学部3年：松本凌人さん

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【一覧】大学ジャパン発表　最速１５５キロ東洋大・細野晴希、リーグ戦６
１安打の明大・宗山塁ら

法学部3年：松本凌人さん

11月22日 msnニュース
侍ジャパン大学日本代表候補に　明大・宗山や早稲田・熊田ら４４名　１
２月に松山で強化合宿

法学部3年：松本凌人さん

11月23日 朝日新聞 国学院大　明大　きょう決勝 硬式野球部

11月23日 中日新聞 国学院、明大決勝へ　名城大敗退 硬式野球部

11月23日 中日新聞
２６年アジア大会　県策定ビジョン　「共生社会実現」を追加　有識者会
議で骨子案

都市情報学部：昇秀樹教授

11月23日 中日スポーツ 名城大43年ぶりの決勝進出逃す　野口「社会人でプロの夢追う」
硬式野球部、経済学部4年：野口泰
司さん

11月23日 東京新聞 大学の部決勝は国学院大ＶＳ明大　明治神宮野球大会 硬式野球部

11月23日 毎日新聞 大学の部決勝は国学院大と明大 硬式野球部

11月23日 読売新聞 国学院大　初の決勝 硬式野球部

11月23日 朝日新聞 児童虐待防止「電話を」 附属高校

11月23日
livedoor ニュース
(LINE)

名城大、序盤からリード許す展開に　来秋ドラフト候補右腕・松本「来年
は僕が引っ張る」

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん

11月23日 エキサイトニュース
【愛知県私学祭体育大会ラグビーフットボール新人大会１回戦】まもなく
開始！名城大付属ｖｓ名古屋

附属高校

11月23日 エキサイトニュース
【速報中】名城大付属ｖｓ名古屋は、名古屋が１９点リードで前半を折り
返す

附属高校

11月23日 エキサイトニュース
【愛知県私学祭体育大会ラグビーフットボール新人大会１回戦】名古屋
が名城大付属に大きく点差をつけて勝利

附属高校

11月23日 Yahoo!ニュース
岸田首相「空白領収書」問題、公選法上の実質的違法性の判断のポイ
ントは

元教職員：郷原信郎さん

11月24日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校新人体育兼全国高校選抜選考体操（12日） 附属高校

11月24日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】AIのさらなる進展　画像認識が多分野で利用 理工学部：堀田一弘教授

11月24日 週刊文春 電子版 負けたら他人のせい｜池上彰 池上彰教授

11月24日 苫小牧民報 算数の面白さ実感　市科学センター　サイエンスカフェ 教職センター：竹内英人教授

11月24日 日本経済新聞 旭化成と名大、新半導体レーザー開発　殺菌や素材加工に 天野浩特別栄誉教授

11月24日

FLY BASKET 
CULTURE 
MAGAZINE(トランス
ワールドジャパン)

ナイキが駅伝シーズンに向けランナーをサポートする「ＥＫＩＤＥＮ　ＰＡＣ
Ｋ」コレクションを発売

外国語学部4年：小林成美さん

11月24日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【２０２２】ナイキ、駅伝向けコレクション発売へ　“日本古来の勝利の象
徴”からインスピレーション

外国語学部4年：小林成美さん

11月24日 グノシー
ナイキ史上最速！？ランニングシューズ「ＥＫＩＤＥＮ　ＰＡＣＫ」コレクショ
ンが新発売

外国語学部4年：小林成美さん

11月25日 中日新聞 除菌レーザー　実用化へ着々　名大・天野教授ら、旭化成 天野浩特別栄誉教授

11月25日 読売新聞オンライン 「深紫外線」照射装置を開発　天野・名大教授ら 天野浩特別栄誉教授

11月25日 化学工業日報 名大－旭化成、深紫外半導体レーザーの連続発振成功 天野浩特別栄誉教授

11月25日 アゴラ また池上彰か！　暴走老人と安倍国葬批判の大妄想 池上彰教授

11月25日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】建築学科の佐藤研究室も参加した刈谷市民会議「カリマチ
会議」が　社会実験を兼ねたイベント「ＫＡＲＩＭＡＣＨＩ　ＬＡＢＯ．」を開催

理工学部：佐藤布武助教

11月25日
日刊ケミカルニュー
ス(科学企画出版社)

旭化成　深紫外半導体ＬＤ、室温連続発振に世界初成功 天野浩特別栄誉教授

11月25日
Runners Pulse(エス・
アイ・ピー)

ＮＩＫＥ（ナイキ）から、今年も駅伝シーズンに向けたスペシャルパッケー
ジ「ＥＫＩＤＥＮ　ＰＡＣＫ」コレクションが登場　１２月１日より発売開始

外国語学部4年：小林成美さん
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メディアで見る名城大学（2022年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月25日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

来年ドラフトの「上位候補」も！　明治神宮大会で“目立った”高校＆大
学の選手は誰だ

硬式野球部、法学部3年：松本凌人
さん、伊藤雄紀さん、塩崎栄多さん

11月25日
Onyourmark(アルティ
コ)

駅伝シーズンに向け、ＮＩＫＥが〈ＥＫＩＤＥＮ　ＰＡＣＫ〉コレクションを発売 外国語学部4年：小林成美さん

11月26日 毎日新聞
駆け抜ける晩秋の宮城路　24チーム　女王の座目指す　あす全日本実
業団対抗女子駅伝

卒業生：加藤綾華さん、和田有菜さ
ん、加世田梨花さん

11月26日
月陸Online(陸上競技
社)

エディオン・ディスタンスの出場選手発表！　田中、廣中、萩谷は５０００
ｍに　不破聖衣来、遠藤日向が１万ｍにエントリー

人間学部4年：山本有真さん

11月26日
月陸Online(陸上競技
社)

前回女王・積水化学は１区から佐藤、卜部、新谷の攻撃的布陣！資生
堂は５区・五島で１６年ぶりＶへ！／クイーンズ駅伝

卒業生：和田有菜さん、加世田梨花
さん

11月26日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名大と旭化成が世界初、「深紫外半導体レーザーの室温連続発振」成
功でつけた道筋

天野浩特別栄誉教授

11月26日
livedoor ニュース
(LINE)

なぜ米国には「中絶を認めない州」があるのか 池上彰教授

11月26日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

国際ロータリー第２７４０地区大会、佐賀市で開催　佐賀・長崎地区、ク
ラブ超え１１００人交流

池上彰教授

11月27日 中日新聞 単身高齢者　遠い公営住宅　人口構成変化　対応遅れ 理工学部：鈴木温教授

11月27日 中日スポーツ 栗林　今オフ　ノースローなし調整 卒業生：栗林良吏さん

11月27日
月陸Online(陸上競技
社)

資生堂１６年ぶりＶ　２位積水化学、３位日本郵政Ｇ、エディオン初シー
ド、第一生命が５年ぶり入賞／クイーンズ駅伝

卒業生：和田有菜さん

11月27日
月陸Online(陸上競技
社)

３位・日本郵政Ｇ「若い選手が伸びてきた」選手層厚み増し逆襲への一
歩／クイーンズ駅伝

卒業生：和田有菜さん

11月27日 RuntripMagazine
【ナイキ】「ＥＫＩＤＥＮ　ＰＡＣＫ」が２０２２年も登場！駅伝を走るランナー
たちをサポート

外国語学部4年：小林成美さん

11月27日 グノシー
ナイキ「駅伝パック」２０２２－２３は勝利を意味する“トンボ”がテーマ　た
だ走るだけでは飽きたらないランナーへ！

外国語学部4年：小林成美さん

11月27日
livedoor ニュース
(LINE)

“日本一可愛い新入生”ファイナリスト集結　この中から選ばれる美女
は？＜「ＦＲＥＳＨ　ＣＡＭＰＵＳ　ＣＯＮＴＥＳＴ　２０２２」ファイナリストプロ
フィール＞

経営学部1年：後藤心優さん

11月27日
@T COM 
NEWS(TOKAIコミュニ
ケーションズ)

ダイハツは５位、創部３５年目で悲願のＶならず　クイーンズ駅伝 卒業生：加世田梨花さん

11月27日 伊勢新聞 宿場の文化を後世に　東海道シンポジウム、亀山で大会　三重 谷口昭名誉教授

11月28日 中日新聞 ◇県高校新人体育剣道名南支部（5日まで） 附属高校

11月28日 中日新聞 ◇わかしゃち国体記念杯ウエイトリフティング（19、20日） 附属高校

11月28日 中日新聞 日進高　不登校特例校に　中高一貫、公立で全国初 愛知総合工科

11月28日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】316　米中間選挙取材記・下 池上彰教授

11月28日 毎日新聞 資生堂　16年ぶり奪還
卒業生：和田有菜さん、加世田梨花
さん

11月28日 建通新聞 【今日の話題】名城大　全学共用棟整備へ解体に着手

11月28日
livedoor ニュース
(LINE)

メタバース活用する“不登校特例校”も…愛知県が進める『中高一貫教
育』新たに６校で導入する方針を発表

愛知総合工科

11月28日 msnニュース
【中日】球団ＯＢの森越祐人氏、２軍内野守備走塁コーチ就任「困ったと
きに頼りになる指導者に」

硬式野球部：森越祐人コーチ

11月28日 スポニチ
元中日・森越氏が２軍内野守備走塁コーチに就任　就任会見で抱負
「困った時に頼りになる指導者に」

硬式野球部：森越祐人コーチ

11月28日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【中日】２軍内野守備走塁コーチ就任の森越祐人氏「１軍に守れる選手
を送り込むことが仕事」

硬式野球部：森越祐人コーチ

11月28日
Mapion(ONE 
COMPATH)

名大など、ＵＶ－Ｃ帯域２７４ｎｍの深紫外半導体レーザーの室温連続
発振に成功

天野浩特別栄誉教授

11月28日 エキサイトニュース
【中日】森越祐人氏が二軍内野守備走塁コーチ就任　片岡二軍監督の
「お前を呼びたい」で決心

硬式野球部：森越祐人コーチ

11月28日
サンスポ(産経デジタ
ル)

森越祐人氏、中日の２軍内野守備走塁コーチ就任 硬式野球部：森越祐人コーチ

11月28日
Motor-Fan TECH(三
栄)

旭化成が、深紫外半導体レーザーの室温連続発振に世界で初めて成
功　２０２５年の実用化に向けて飛躍的に前進

天野浩特別栄誉教授

11月29日 中日新聞 竜2軍コーチにOBの森越さん
硬式野球部：森越祐人コーチ、山内
壮馬コーチ

11月29日 中日新聞 デジタル人材育成■三河に探究型3校 愛知総合工科

11月29日 中日スポーツ 森越2軍コーチ就任「第2の源田育成」 硬式野球部：森越祐人コーチ

11月29日 毎日新聞 併設型県立中高一貫校　日進など新たに5校 愛知総合工科
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11月29日 東日新聞 時習館高に中高一貫教育導入 愛知総合工科

11月29日 東愛知新聞 豊橋の時習館高　中高一貫に 愛知総合工科

11月29日 dニュース(NTTドコモ) 不登校、外国人支援に力　中高一貫教育の第２次導入６校発表 愛知総合工科

11月29日 Yahoo!ニュース
森越祐人氏が中日ドラゴンズ内野走塁コーチに就任「一軍で守れる選
手を送りこむのが仕事」　｜　プロ野球

硬式野球部：森越祐人コーチ

11月29日 msnニュース 愛知県立６校が中高一貫に　日進高は「不登校特例校」に 愛知総合工科

11月29日
EE Times Japan(アイ
ティメディア)

室温連続発振に成功、波長２７４ｎｍのＵＶ－Ｃ　ＬＤ：２０２５年度の実用
化を目指す

天野浩特別栄誉教授

11月29日
@T COM 
NEWS(TOKAIコミュニ
ケーションズ)

全国初、公立中高一貫の「不登校特例校」設置へ　愛知 愛知総合工科

11月29日 PRESIDENT Online
実は秀頼と淀君の助命を受け入れていた…教科書には載っていない徳
川家康の豊臣家に対するホンネ　豊臣家の断絶を望んでいたわけでは
なかった

長屋隆幸非常勤講師

11月29日 教育新聞 全国初の中高一貫型の不登校特例校　愛知県が新方針案 愛知総合工科

11月29日
NEWSCAST(ソーシャ
ルワイヤー)

【名城大学】交換留学生「充実した名城ライフを送っています！」

11月29日
大学プレスセンター
(大学通信)

【名城大学】Ｚ世代が考えるＳＤＧｓ×テクノロジー　ヤフー株式会社と学
生ハッカソン発表会

11月29日
SPORTS BULL(運動
通信社)

全日本インカレ　男子初日（１１／２９）の試合結果 バレーボール部

11月29日 Yahoo!ニュース 【バレー】全日本インカレ　男子初日（１１／２９）の試合結果 バレーボール部

11月30日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【バレー】全日本インカレが開幕　男子の早稲田大、女子の東海大など
が初戦突破

バレーボール部

11月30日
バレーボールマガジ
ン(studio108)

全日本インカレが開幕　男子の早稲田大、女子の東海大などが初戦突
破

バレーボール部

11月30日 毎日新聞 児童虐待通報は迷わずに「１８９」へ　名駅で啓発グッズ　／愛知 附属高校

11月30日 msnニュース 正月の駅伝も楽しみだけど、この冬はＮＩＫＥを履いて走り出してみよう！ 外国語学部4年：小林成美さん

11月30日 ACTRESS PRESS
フレキャン・ファイナリスト２０名のランウェイ・全受賞シーンを一挙紹
介！　＜ＦＲＥＳＨ　ＣＵＭＰＵＳ　ＣＯＮＴＥＳＴ　２０２２　（２）＞【Ｒｅｐｏｒｔｅ
ｒ：岡山夏乃葉、川副心愛】

経営学部1年：後藤心優さん

11月30日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰解説、中間選挙後のアメリカが抱える課題 池上彰教授

11月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【バレー】全日本大学選手権　男子はシード校が勝ち上がり　女子は東
海大、筑波大などが３回戦へ

バレーボール部

11月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【投手編】侍ジャパン大学代表候補…強化合宿に参加する注目選手５
人をチェック

法学部3年：松本凌人さん

11月30日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【ナイキ】駅伝シーズンに向けた「ＥＫＩＤＥＮ　ＰＡＣＫ」コレクションがロー
ンチ

外国語学部4年：小林成美さん

11月30日 Yahoo!ニュース
【投手編】侍ジャパン大学代表候補　注目投手５人（１）明治神宮大会で
４３年ぶりの４強入り導いた剛腕

法学部3年：松本凌人さん

11月30日
SPORTS BULL(運動
通信社)

全日本インカレ　男子２日目（１１／３０）の試合結果 バレーボール部
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