
メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月1日 中日新聞 広島　初の６連勝 卒業生：栗林良吏さん

10月1日 中日新聞（尾張） 新型コロナ　きょう緊急宣言解除　西尾張は 人間学部4年：春日井愛美さん

10月1日 日本経済新聞 【私の履歴書】（1）吉野彰　電池開月に懸けた夢 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月1日 中日新聞 ◇準硬式野球　全日本大学選手権（30日） 準硬式野球部

10月1日 毎日新聞（夕刊） 大谷の活躍プライスレス　MLBに詳しい准教授に聞いた「値段」 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月1日 NHK 【まるっと！】若い世代も挑戦　“新サボテングルメ”
農学部ノパルノ研究室、農学部4
年：尾嵜俊介さん

10月1日
月刊なごや　No.468
（10月号）

【私の意見　my opinion】温故知新：愛知の発酵文化に学ぶサステナブ
ルな社会

農学部：加藤雅士教授

10月1日
ニュースイッチ(日刊
工業新聞社)

国内メーカー「崖っぷち」　車載電池・価格競争の行方 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月1日 グノシー
杜の都決戦、全日本大学女子駅伝の全地区代表が決定！石巻専修
大、筑波大、中京大、兵庫大が返り咲き

女子駅伝部

10月2日 中日新聞 「選挙」ポスター・書道　小中学生入選作品展　栄、3日まで 附属高校

10月2日 中日新聞（尾張） 環境問題テーマに飛島村職員研修会　プラごみ削減考える 人間学部：谷口義則教授

10月2日 日本経済新聞 【私の履歴書】（2）吉野彰　里山駆け巡りトンボ釣り 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月2日 毎日新聞（夕刊） ノーベル賞4日から発表　楽しむポイント　身近なものの奥にすごい研究 飯島澄男終身教授

10月2日 読売新聞 【日本酒探Q】「二兎」開発　伝統に新風
農学部3年：高須菜々恵さん、野添
春花さん

10月2日 読売新聞（岐阜） 内定式　決意新たに　オンライン　十六FG、大垣共立銀 外国語学部4年：高木麻衣さん

10月2日 朝日新聞デジタル ノーベル賞、２００８年以降１５人受賞　一方で低下する日本の研究力
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

10月2日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「第二の広島・栗林」を探せ！ドラフト注目の「即戦力リリーフ」５人の名
前

卒業生：栗林良吏さん

10月2日 エキサイトニュース
【高校野球秋季愛知大会準々決勝】至学館が名城大学附属に大きく点
差をつけて勝利

附属高校

10月2日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】享栄が中京大中京下して４強入り＜２日の結果・トーナメント表
＞

附属高校

10月3日 朝日新聞 【先端人】作り出された音に臨場感を 都市情報学部：西野隆典教授

10月3日 朝日新聞 ４強出そろう　県高校野球 附属高校

10月3日 中日新聞 ◇第74回県高校野球選手権大会（2日） 附属高校

10月3日 中日新聞 中部の環境を考える会　7日と来月20日例会 人間学部：谷口義則教授

10月3日 中日新聞 【学ぶ】大学への飛び入学
理工学部：鈴木紀明教授、理工学
部1年：大岩亮太さん

10月3日 中日新聞 中京大７点快勝　愛知秋季L 硬式野球部

10月3日 中日スポーツ 愛知大学野球（2日） 硬式野球部

10月3日 日本経済新聞 【私の履歴書】（3）吉野彰　科学雑誌読み何でも実験 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月3日 日本経済新聞 4～11日　ノーベル賞発表　2年ぶり日本人受賞なるか 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月3日 毎日新聞 【なるほドリワイド】ノーベル賞120年 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月3日 読売新聞（三河）
享栄　中京大中京破る　秋の高校野球　中部大、春日丘、至学館、星城
と4強

附属高校

2021/11/5

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。
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月3日 エキサイトニュース
【東海学生アメリカンフットボールリーグ第３節】まもなく開始！名城ｖｓ岐
阜

アメリカンフットボール部

10月3日
ガジェット通信(東京
産業新聞社)

日本ゲーム大賞２０２１「Ｕ１８部門」決勝大会！金賞・銀賞・銅賞に選ば
れた作品とは？

愛知総合工科

10月3日 PRESIDENT Online ［ｏｏｋａｍｉ］　高校野球秋の県大会をＰｌａｙｅｒ！がリアルタイム速報！ 附属高校

10月4日 中日新聞 世界に誇る研究　吉報待つ 飯島澄男終身教授

10月4日 中日新聞 大学野球　中京大打ち勝つ　愛知秋季L 硬式野球部

10月4日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校新人対校陸上名南・名北支部予選 附属高校

10月4日 中日スポーツ 竜ドラフト候補愛大安田 青ゴジラ 卒業生：栗林良吏さん

10月4日 中日スポーツ 愛知大学野球　中京大4発快勝 硬式野球部

10月4日 日本経済新聞 【私の履歴書】（4）吉野彰　考古学研究　白鳳時代の寺跡を発掘 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月4日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】芝浦工大の防災活動 池上彰教授

10月4日 読売新聞 【愛知大学野球】秋季リーグ戦（2日） 硬式野球部

10月4日
ストレートプレス(PR 
TIMES)

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会　日本ゲーム大賞２
０２１「Ｕ１８部門」　結果発表！

愛知総合工科

10月4日 Acrofan 日本ゲーム大賞２０２１「Ｕ１８部門」結果発表 愛知総合工科

10月4日 dニュース(NTTドコモ)
ノーベル賞の発表はいつ？医学生理学賞、新型コロナ・ワクチン開発の
貢献者に注目

飯島澄男終身教授

10月4日 GLOBIS知見録
ダイバーシティニュース　テクノロジー（１０／１）鈴木寛【１１／３０までの
限定公開】

天野浩特別栄誉教授

10月4日 Yahoo!ニュース １部リーグの男子第１戦が終了　［東海大学テニスリーグ］ テニス部

10月4日 Yahoo!ニュース
神戸大学が総合優勝した「学生フォーミュラ日本大会２０２１」オンライン
表彰式レポート

10月4日 BIGLOBE ニュース
近未来テクノロジー見聞録　第４８回　バイオマイニング技術が、人類の
火星移住を手助けする

10月4日
高校生新聞(スクール
パートナーズ)

【早わかりＱ＆Ａ】ノーベル賞２０２１　６分野の発表日はいつ？　日本人
の歴代受賞者は？

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月5日 中日新聞 ◇ラグビー　東海学生リーグ（3日） ラグビー部

10月5日 中日新聞 ◇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

10月5日 中日新聞 ◇バレーボール　東海大学リーグ（3日） バレーボール部

10月5日
中日新聞（中南信総
合）

まちむら中津川　女性警察官 卒業生：鈴木まよさん

10月5日 日本経済新聞 【私の履歴書】（5）吉野彰　福井先生の授業　問題解けず立ち尽くす 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月5日 読売新聞 【愛知大学野球】秋季リーグ戦（3日） 硬式野球部

10月5日 NHK 【まるっと！】まもなく発表　ノーベル物理学賞 飯島澄男終身教授

10月5日 中京テレビ
【キャッチ！】ノーベル物理学賞まもなく発表　この地方の日本人受賞
は？

飯島澄男終身教授

10月5日 メ～テレ 【アップ！】「夢の新素材」悲願の受賞へ 飯島澄男終身教授

10月5日 This kiji is(ノアドット)
大谷翔平の“勝ちたい”発言が「積極的な提言」と受け止められる背景
（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月5日 スポニチ
真鍋淑郎氏にノーベル賞　気候変動のモデル開発　地球温暖化を予
測、物理　日本人２年ぶり２８人目

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月5日 nippon.com 真鍋淑郎氏にノーベル物理学賞　：　日本出身のノーベル賞受賞者一覧
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月5日
livedoor ニュース
(LINE)

ノーベル物理学賞は日本のお家芸　ニュートリノや身近なＬＥＤ発明
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

10月5日 日刊スポーツ
１９年ノーベル化学賞の吉野彰氏「若い研究者大きな励み」真鍋淑郎氏
を祝福

吉野彰終身教授・特別栄誉教授
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月6日 朝日新聞 受賞の歴史
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月6日 教育学術新聞 首下げカードで啓発　名城大学 渉外部：冨森星菜さん

10月6日 中日新聞 これまでの日本出身ノーベル賞受賞者
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月6日 中日新聞 2022愛知の私立学校展 附属高校

10月6日 中日新聞 ◇準硬式野球　東海地区大学リーグ（5日） 準硬式野球部

10月6日 日本経済新聞 【私の履歴書】（6）吉野彰　大学闘争　授業中止で仲間と議論 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月6日 毎日新聞
気候研究異例の受賞　真鍋氏　ノーベル物理学賞
日本のノーベル賞受賞者

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月6日 中京テレビ 【キャッチ！】ノーベル化学賞まもなく発表！この地方の日本人受賞は⁉ 飯島澄男終身教授

10月6日 msnニュース
愛知大・安田悠馬　スケールはゴジラ級の「打てる捕手」　「見ている人
に憧れられるホームランバッターに」

卒業生：栗林良吏さん

10月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

江崎玲於奈さん「重要な成果だ、功績大きい」…真鍋さんのノーベル賞
たたえる

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月6日
livedoor ニュース
(LINE)

ノーベル化学賞　１０月６日午後６時４５分以降に発表 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月6日 dニュース(NTTドコモ)
ノーベル賞受賞者を最も多く生み出した大学・高校は？　歴代受賞者の
出身ランキング

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月6日
livedoor ニュース
(LINE)

高校時代は全くの無名…大化けの可能性を秘めた大学生７人の「ドラフ
ト候補」

卒業生：栗林良吏さん

10月6日 Yahoo!ニュース 私たちの生活にどう役立っている？　ノーベル化学賞　過去の受賞研究 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月6日 Yahoo!ニュース １部リーグの男子第２戦が終了　［東海大学テニスリーグ］ テニス部

10月6日 グノシー 秋季東海大学男子１部リーグ戦の試合結果 バレーボール部

10月6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　１部・２部　１０／１６再
開！後期は中止

蹴球部

10月7日 中日新聞 「トヨタウォーズ」本誌連載本発売 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月7日 中日新聞 ◇準硬式野球　東海地区大学リーグ（6日） 準硬式野球部

10月7日 中日スポーツ 栗林12戦連続S 卒業生：栗林良吏さん

10月7日 日本経済新聞 【私の履歴書】（7）吉野彰　入社　野武士の気風旭化成へ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月7日
Infoseek ニュース(楽
天)

ＬＥＤで日本人３人にノーベル賞【２０１４（平成２６）年１０月７日】
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月7日 毎日新聞 日本の物理学賞１２人に　真鍋さん新たな歴史つくる
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月7日 毎日新聞
科学　真鍋淑郎さんノーベル賞　日本から２８人目　温暖化予測で物理
学賞

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月7日
livedoor ニュース
(LINE)

２０２１年の大谷翔平は何が偉大だったのか？～本塁打王・二桁勝利は
未達成　でも……

外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月7日 nippon.com 今日は何の日：１０月７日
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

10月7日 建通新聞 愛知県　あいち交通ビジョン素案を審議 理工学部：松本幸正教授

10月7日
Viewpoint(世界日報
社)

ノーベル物理学賞　日本の国際競争力を高めよ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月7日 週刊経団連タイムス 夏季フォーラム２０２１開催 吉野彰終身教授・特別栄誉教授
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月7日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

中日・井領、遠藤戦力外で１４年のドラフト全選手の生き残りはロッテ移
籍の加藤匠馬のみに

卒業生：近藤 弘基さん

10月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

広島栗林良吏３人目の新人３０Ｓ「家族も来てくれていた」球団記録へあ
と１

卒業生：栗林良吏さん

10月7日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

広島・栗林、３０セーブ達成「うれしい気持ちが一番」 卒業生：栗林良吏さん

10月8日 朝日新聞 朝日カルチャーセンター　◆入門日本仏教史～三河の寺社の視点から 齋藤滋非常勤講師

10月8日 中日新聞 栗林新人３０Ｓ　与田、山崎に続く3人目 卒業生：栗林良吏さん

10月8日 中日新聞
晩秋の有松感じて　16日から土日に催し　生け花展示や茶席　初日に
幻想的竹あかり名城大生ら制作

理工学部3年：平田千沙都さん

10月8日 中日スポーツ ▽広島・栗林 卒業生：栗林良吏さん

10月8日 日本経済新聞 【私の履歴書】（8）吉野彰　連戦連敗　樹脂・建材・・・相次ぎ挫折 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月8日 毎日新聞 栗林30セーブ 卒業生：栗林良吏さん

10月8日 読売新聞 栗林３０Ｓ 卒業生：栗林良吏さん

10月8日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【広島】栗林＆森浦、林＆坂倉ら若手飛躍が著しい～５年目以内の若手 卒業生：栗林良吏さん

10月8日
RadiChubu(CBCラジ
オ)

いよいよ来週！ドラフト注目は愛知県内の大学生 卒業生：栗林良吏さん

10月8日
ZAKZAK(産経デジタ
ル)

「真鍋氏ノーベル賞」に地団駄、韓国“栄誉無縁”の嘆き　自然科学分野
はゼロ…室谷克実氏「基礎研究を評価せず環境非常に悪い」

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

愛知大のドラフト候補が特大弾連発！安田悠馬の猛アピールにスカウト
陣も思わず…

卒業生：栗林良吏さん

10月8日
livedoor ニュース
(LINE)

ノーベル科学賞受賞するには長寿が必須？…平均６９歳、研究期間は
１９年（１）

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

10月8日
アメーバニュース(サ
イバーエージェント)

【大学受験２０２２】国公私立大入試の概要まとめ…河合塾

10月8日 Yahoo!ニュース １部リーグの男子第３戦が終了　［東海大学テニスリーグ］ テニス部

10月8日 @niftyニュース
【ドラフト候補タイプ別診断：「長距離砲」】正木、ブライト、阪口らに加えて
栗林から一発を放った安田の評価が上昇＜ＳＬＵＧＧＥＲ＞

卒業生：栗林良吏さん

10月8日
JPubb(レッドクルー
ズ)

「明日を拓（ひら）くモノづくり新技術２０２１」の参加者を募集します！～
あいち産業科学技術総合センター、名古屋市工業研究所、ファインセラ
ミックスセンター及び名古屋商工会議所によるオンライン合同発表会～

経営学部：田中 武憲教授

10月9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

10月9日 日本経済新聞 【私の履歴書】（9）吉野彰　迷い道　苦闘の合間にカラオケ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月9日 毎日新聞 河村氏追及及び腰 都市情報学部：昇秀樹教授

10月9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

10月9日 nippon.com 今日は何の日：１０月９日 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月9日 BIGLOBE ニュース
中日ドラゴンズのドラフトの歴史を振り返る！「神ドラフト」「残念ドラフト」
はいつ？

卒業生：山内壮馬さん

10月9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部第３節】まもなく開始！名城ｖｓ中部 ラクロス部

10月9日 @niftyニュース
地方大学はドラフト候補の“隠し金山”？　「無名校」で鍛えたプロ注目の
７人

卒業生：栗林良吏さん

10月10日 中日新聞 大学野球　中部大競り勝つ　愛知秋季L 硬式野球部

10月10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

10月10日 中日スポーツ 愛知大学野球　名城大V争い脱落 硬式野球部

10月10日 日本経済新聞 【私の履歴書】（10）吉野彰　ポリアセチレン　「電気を通す樹脂」に驚き 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月10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

10月10日
THE SAKAE TIMES 
vol.01

夜空に映える名古屋のランドマーク～中部電力MIRAI TOWER～
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メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月10日 日本経済新聞 ノーベル賞学者の言葉に宿る哲学　サイエンス動画
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

10月10日 Yahoo!ニュース １部リーグの男子第４戦が終了　［Ｒ３東海大学テニスリーグ］ テニス部

10月10日 dニュース(NTTドコモ) 【愛知大学野球】中部大が名城大に大勝、首位・中京大へ１ポイント差 硬式野球部

10月11日 朝日新聞（夕刊） 栗林31セーブ 卒業生：栗林良吏さん

10月11日 東京新聞（夕刊） 栗林１４試合連続Ｓ　大野の記録に並ぶ 卒業生：栗林良吏さん

10月11日 エキサイトニュース 内定が取れない「古い就活」から脱却するために何が必要か
名城大学「Bridge」スーパーバイ
ザー：佐藤裕さん

10月11日 Yahoo!ニュース
【中日ドラゴンズ】根尾、小笠原など甲子園のスターを獲得中！過去１０
年の指名選手一覧

卒業生：近藤弘基さん

10月11日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【広島カープ】大瀬良、森下、栗林など即戦力右腕を獲得　過去１０年の
指名選手一覧

卒業生：栗林良吏さん

10月11日 グノシー 秋季東海大学男子１部リーグ戦の２日目・３日目試合結果 バレーボール部

10月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

日体大４番投手矢沢宏太、上武大・加藤ら／小関順二氏選ぶ来年ドラフ
ト候補

人間学部3年：真田拓さん

10月12日 中日新聞 大学野球　2位中部大が快勝　1位中京大と1差　愛知秋季L 硬式野球部

10月12日 中日新聞 【sports愛知】◇バレーボール　東海大学リーグ（10日） バレーボール部

10月12日 中日新聞 【sports愛知】◇ラグビー　東海学生リーグ（10日） ラグビー部

10月12日 中日新聞 【sports愛知】◇弓道　東海学生リーグ（10日） 弓道部

10月12日 中日新聞 広島が5連勝 卒業生：栗林良吏さん

10月12日 中日スポーツ 愛知大学野球（10日） 硬式野球部

10月12日 日本経済新聞 【私の履歴書】（11）吉野彰　電池研究　電極へ応用に的 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月13日 日本経済新聞 【私の履歴書】（12）吉野彰　研究の意義　厳しく問われ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月13日 CBC
【チャント！】2年越しの汗と涙　放送は40秒　真夏の大空に挑んだ鳥人
間部

愛知総合工科

10月13日
SPORTS BULL(運動
通信社)

交流戦で武井が個人総合優勝！　新人ルーキーらも実りある演技を披
露

附属高校

10月13日 Yahoo!ニュース
野党共闘への壁と選挙協力の限界とは？　池上彰×山口二郎の「衆院
選」対談〈ＡＥＲＡ〉

池上彰教授

10月13日 Yahoo!ニュース
「社会人１年目は“危ない球”でした」栗林良吏のフォークを進化させた
元プロ捕手の荒療治

卒業生：栗林良吏さん

10月13日 グノシー
全日本大学女子駅伝のエントリーが発表　５連覇狙う名城大は小林、和
田、初Ｖ目指す大東大もエース・鈴木ら順当に登録

外国語学部3年：小林成美さん、同4
年：髙松智美ムセンビさん、理工学
部4年：和田有菜さん

10月13日 グノシー 男女とも中京大学が優勝　［Ｒ３東海大学テニスリーグ］ 硬式庭球部

10月14日 日本経済新聞 【私の履歴書】（13）吉野彰　苦難の日々に論文と遭遇 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月14日
月刊陸上競技（11月
号）

名城大5連覇の金字塔に挑戦 女子駅伝部

10月14日
陸上競技マガジン
（11月号）

史上タイ5連覇に挑む名城大追いかける大東大、日体大、立命大 女子駅伝部

10月14日
とれまがニュース(サ
イトスコープ)

佐鳴予備校が協力　高３・高卒生徒保護者対象「私立大学入試説明会
２０２１オンライン」

10月14日 PR TIMES 『Ｕｎｉｔｙユースクリエイターカップ２０２１』１次審査突破作品を発表 附属高校

10月14日 Yahoo!ニュース
プロ志望確認の問いかけに１人だけ手を挙げなかった栗林　その行動
の裏にあった思いとは【５人のキーマンが語る栗林良吏】

卒業生：栗林良吏さん

10月14日
ZDNet Japan(朝日イ
ンタラクティブ)

Ｕ－２２プログラミング・コンテスト　２０２１最終審査に進む１６作品を発
表！

理工学部4年：長尾卓さん

10月15日 中日新聞 鈴木誠35号ソロ 卒業生：栗林良吏さん

10月15日 中日新聞 ◇準硬式野球　東海地区大学リーグ（14日） 準硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月15日 中日スポーツ DeNA-広島 卒業生：栗林良吏さん

10月15日 日本経済新聞 【私の履歴書】（14）吉野彰　悪魔の川　「ほしいのは小型の電池」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月15日 日本経済新聞 「気候危機」モデルが示す
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授、吉野彰終身
教授・特別栄誉教授

10月15日 毎日新聞 栗林投手に市民栄誉賞 卒業生：栗林良吏さん

10月15日
読売新聞（東京）（夕
刊）

18歳不破　拓大引っ張る　31日　全日本大学駅伝　インカレ5000V 外国語学部3年：小林成美さん

10月16日 ★中日新聞 【自由の現在地　権力との摩擦】財布　国に握られたまま 都市情報学部：昇秀樹教授

10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

10月16日 中日新聞 ◇準硬式野球　東海地区大学リーグ（15日） 準硬式野球部

10月16日 日本経済新聞 【私の履歴書】（15）吉野彰　難題の負極、新材料が打開 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月16日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】ひやおろし　肴に地酒 農学部：加藤雅士教授

10月16日 読売新聞 県知事賞に岡崎高　学生科学賞　塩酸の凝固過程研究 附属高校

10月16日 エキサイトニュース
【東海大学男女バレーボールリーグ戦秋季大会第４日】まもなく開始！
中京ｖｓ名城

バレーボール部

10月16日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大・坂上翼紗がリーグ史上２０年ぶりのサイクル安打！「歴史に名
前を刻めて光栄です」【愛知大学野球】

都市情報学部4年：坂上翼紗さん

10月17日 中日新聞 コイ執念　CS視界　広島8-7巨人 卒業生：栗林良吏さん

10月17日 中日新聞 大学野球　中京大がV大手　中部大も可能性　愛知秋季L 硬式野球部

10月17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

10月17日 中日スポーツ サイクル安打　名城大・坂上
硬式野球部、都市情報学部4年：坂
上翼紗さん

10月17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

10月17日 日本経済新聞 【私の履歴書】（16）吉野彰　鉄塊や銃で安全性実験 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月17日 毎日新聞
【池上彰のこれ聞いていいですか？】日本の衰退　想像超えた　作家　
高村薫さん

池上彰教授

10月17日 読売新聞 【2022進学特集】医療・心理学分野　新設

10月17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ＦＩＮＡＬ４】まもなく開始！名城ｖｓ岐
阜

ラクロス部

10月17日 エキサイトニュース
【東海学生アメリカンフットボールリーグ第４節】まもなく開始！信州ｖｓ名
城

アメリカンフットボール部

10月18日 中日新聞 大学野球　愛知秋季L　中京大２季ぶり優勝 硬式野球部

10月18日 中日新聞 【sports愛知】◇バレーボール東海大学リーグ（16日） バレーボール部

10月18日 中日新聞 【sports愛知】◇中部日本学生軟式野球リーグ（9日） 準硬式野球部

10月18日 中日新聞
【sports愛知】◇バスケットU18ALL・AICHI・CHAMPIONSHIP名南支部1
次トーナメント（3日）

附属高校

10月18日 中日新聞 広島4-2阪神 卒業生：栗林良吏さん

10月18日 中日新聞 ボランティアの知恵ベテランから学生へ 法学部4年：若原直樹さん

10月18日 中日スポーツ 愛知大学野球　中京大V 硬式野球部

10月18日 日本経済新聞 【私の履歴書】（17）吉野彰　黒ダイヤ　不足材料他社から入手 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月18日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】285 企業の内定式に寄せて　コロ
ナ禍の体験を強みに

池上彰教授

10月18日 読売新聞(岐阜） 中京大　秋季V　愛知大学野球 硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月18日 中日新聞 【sports愛知】◇中部女子学生スポーツ射撃選手権 理工学部3年：中村優華さん

10月18日 ぴあ
『モーリタニアン　黒塗りの記録』―９．１１から２０年　実話を元に描かれ
るアメリカの暗い裏面

池上彰教授

10月18日
ICT教育ニュース(ア
ウトソーシングテクノ
ロジー)

「Ｕ－２２プログラミング・コンテスト　２０２１」最終審査に進む１６作品を
発表

理工学部4年：長尾 卓さん

10月18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　１部・２部　１０／１６結
果掲載！次節１０／２３

蹴球部

10月18日 Yahoo!ニュース
大学の恩師が語る栗林良吏「驚くほどの質問魔で準備力に長けた投
手」【５人のキーマンが語る栗林良吏】

卒業生：栗林良吏さん

10月18日
47NEWS(全国新聞
ネット)

関学大、立命大、関大が２連勝　関西学生リーグ アメリカンフットボール部

10月19日 日本経済新聞 【私の履歴書】（18）吉野彰　死の谷　正極材料量産へ窯元訪問 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月19日 読売新聞 愛知大学野球　秋季リーグ戦（16、17日） 硬式野球部

10月19日 中日スポーツ ◇中部日本学生軟式野球リーグ（16日） 準硬式野球部

10月19日 中日スポーツ ◇ラグビー・東海学生リーグ（17日） ラグビー部

10月19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（17日） アメリカンフットボール部

10月19日 中日スポーツ ◇バレーボール・東海大学リーグ（16日） バレーボール部

10月19日 msnニュース テキサス州知事の「ワクチン強制禁止」政策に悩まされる大リーグ 外国語学部：鈴村裕輔准教授

10月19日
教育ネットワーク(読
売新聞社)

憂いの「ノーベルウィーク」《記者のじぶんごと》 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

山田健太、二刀流・矢澤宏太と来年の大学生はスター性抜群の野手、
投手がズラリ！

硬式野球部、経済学部3年：野口泰
司さん

10月19日 Yahoo!ニュース
いま振り返る日本代表クローザーの軌跡　侍の投手コーチ・建山義紀が
語る“栗林良吏”抜擢の裏側【５人のキーマンが語る栗林良吏】

卒業生：栗林良吏さん

10月19日
JPubb(レッドクルー
ズ)

産業交流展２０２１　出展企業決定 天野浩特別栄誉教授

10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（17日） アメリカンフットボール部

10月20日 日本経済新聞 【私の履歴書】（19）吉野彰　ユーザーワーク　デジカメやビデオに照準 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月20日 ORICON STYLE 「新しい資本主義」で私たちの働き方はどう変わるか（前編） 池上彰教授

10月20日
ZAKZAK(産経デジタ
ル)

ＮＨＫ出身者“選挙特番ジャック”か　テレビ東は池上彰氏、テレビ朝は
大越健介氏、日テレも有働由美子アナ　一方で、ＴＢＳは爆笑問題の太
田光の“変化球”

池上彰教授

10月20日 Yahoo!ニュース
栗林良吏の今季唯一の失敗の裏にあった誤算とは　永川投手コーチが
振り返る６月１３日の舞台裏【５人のキーマンが語る栗林良吏】

卒業生：栗林良吏さん

10月20日 エキサイトニュース
池上彰氏、手厳しい質問に「いまだに根に持つ候補者も」　その後の態
度で見える“人間性”に着目

池上彰教授

10月20日 グノシー 秋季東海大学男子１部リーグ戦の４日目・５日目試合結果 バレーボール部

10月20日 ウーマンエキサイト
池上彰、手厳しい質問は他のジャーナリストへの“激励”「どんどんその
調子でやってくださいね」

池上彰教授

10月20日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰、選挙特番の面白プロフィールを他局に真似され「テレビ東京が
最初」

池上彰教授

10月20日 Yahoo!ニュース 【バレー】秋季東海大学男子１部リーグ戦の４日目・５日目試合結果 バレーボール部

10月20日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学学生有志が長野県南木曽町の中学生の学習支援～高校入
試目指して、離れていてもオンラインで！～

10月21日 中日新聞（三重） バレーボール　東海大学リーグ（16日） バレーボール部

10月21日 日本経済新聞 【私の履歴書】（20）吉野彰　新型電池誕生　初の製品化、ソニーが先陣 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月21日 GOETHE(幻冬舎) 社会人で花開いた”遅咲き”栗林良吏の伸びしろとは？ 卒業生：栗林良吏さん

10月21日 Chem-Station 吉野彰氏が２０２１年１０月度「私の履歴書」を連載 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月21日 HugKum(小学館)
文化の日ってどんな日？　文化の日に開催されるイベント、文化の日に
子供としたいこと

吉野彰終身教授・特別栄誉教授
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メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月21日 Yahoo!ニュース
“鳥人間コンテスト”に初出場！青春をかけて挑んだ生徒たちの隠され
たドラマにパンサー向井が迫る！

愛知総合工科

10月22日 中日新聞 中京大・沢井がMVP　大学野球　愛知秋季L表彰
法学部2年：河田隆博さん、都市情
報学部4年：坂上翼紗さん

10月22日 中日新聞 ◇準硬式野球　東海地区大学リーグ（21日） 準硬式野球部

10月22日 中日スポーツ 最優秀選手に中京大・沢井　愛知大学野球秋季リーグ表彰
法学部2年：河田隆博さん、都市情
報学部4年：坂上翼紗さん

10月22日 日本経済新聞 【私の履歴書】（21）吉野彰　ダーウィンの海　「関心あるけど買わないよ」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月22日 Yahoo!ニュース
栗林良吏を成長させた東京五輪での経験　山＆＃６４０１７；康晃、千賀
滉大、田中将大　球界を代表する投手から学んだこととは

卒業生：栗林良吏さん

10月22日 ValuePress!
【位置情報×自律走行】理想の経路を走れ！ＧＮＳＳ・ＱＺＳＳロボット
カーコンテスト２０２１開催レポート　電動クローラユニット「ＣｕＧｏ」カーも
出場

愛知総合工科

10月22日 Yahoo!ニュース ４５０兆円争奪戦に取り残される日本、脱炭素市場で影薄く 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月22日 YAHOO! JAPAN
【カープ道】　ウンチと星って？　マニアックあるあるで今年のカープを検
証する！

卒業生：栗林良吏さん

10月23日
タウンニュースてん
ぱく

さらに進化した「名城」を見て！　小林成美さん 外国語学部3年：小林成美さん

10月23日 日本経済新聞 【私の履歴書】（22）吉野彰　IT革命　パソコン・携帯に出番到来 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月23日 読売新聞 名城　5連覇へ意気込み 女子駅伝部

10月23日 GOETHE(幻冬舎)
地球と宇宙をつなぐ「宇宙エレベーター」がついに実現に向けて動き出し
た！

飯島澄男終身教授

10月23日 This kiji is(ノアドット)
渡辺真知子のデビュー曲「迷い道」は、どうして　現在　→　過去　→　未
来？

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月23日 Yahoo!ニュース
「今はイニングとメニューを決めて行っています」栗林良吏が大切にする
新たなマイルールとは

卒業生：栗林良吏さん

10月23日
Number Web(文藝春
秋)

１３年前、中日スカウト部長のため息…落合博満「すぐに使える選手が
欲しい」と星野仙一「スカウトは１０年先のチームを見ろ」

硬式野球部：山内壮馬コーチ

10月24日 日本経済新聞 【私の履歴書】（23）吉野彰　魔法のフィルム　絶縁材と因縁の出合い 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月24日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学が全日本大学女子駅伝対校選手権大会で５連覇を目指す女
子駅伝部の応援企画を実施　－－　１０月３１日に仙台で開催

女子駅伝部

10月24日
広島アスリートマガジ
ン(サンフィールド)

ナックルボーラー／二宮清純の追球カープ 硬式野球部：山内壮馬コーチ

10月24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ＦＩＮＡＬ】まもなく開始！名古屋ｖｓ名
城

ラクロス部

10月24日 Yahoo!ニュース
本拠地で驚異の防御率０．００　結果を呼び込む栗林良吏の思考法　ピ
ンチの場面の場面では気持ちを切り替えるのではなく…

卒業生：栗林良吏さん

10月24日
広島アスリートマガジ
ン(サンフィールド)

本拠地で驚異の防御率０．００　結果を呼び込む栗林良吏の思考法　ピ
ンチの場面の場面では気持ちを切り替えるのではなく…【ＩＮＴＥＲＶＩＥ
Ｗ】

卒業生：栗林良吏さん

10月25日 中日新聞 【sports愛知】◇ラグビー　東海学生リーグ（17日） ラグビー部

10月25日 中日新聞 【sports愛知】◇バレーボール　東海大学リーグ（17日）（23日） バレーボール部

10月25日 中日新聞 【sports愛知】◇中部日本学生軟式野球リーグ（16日） 軟式野球部

10月25日 中日新聞
【sports愛知】◇県高体連尾張・名古屋・知多地区新人柔道体重別選手
権（16日）

附属高校

10月25日 中日スポーツ ◇ラグビー　東海学生リーグ（24日） ラグビー部

10月25日 中日スポーツ ◇バレーボール　東海大学リーグ（23日）（24日） バレーボール部

10月25日 中日スポーツ ◇中部日本学生軟式野球リーグ（23日）（24日） 軟式野球部

10月25日 日本経済新聞 【私の履歴書】（24）吉野彰　フェロー拝命　研究室開設し若手を育成 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月25日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】286 衆院選投票に行こう　君の1票
が社会を変える

池上彰教授

10月25日
Mapion(ONE 
COMPATH)

「新時代の就活」を勝ち抜くために必要なキャリア思考とは？
名城大学「Bridge」スーパーバイ
ザー：佐藤裕さん

10月26日 中日新聞 【衆院選10.31】実習生の闇　政治は直視を 法学部：近藤敦教授
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メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月26日 中日新聞 【sports愛知】◇バレーボール　東海大学リーグ（24日） バレーボール部

10月26日 中日新聞 【sports愛知】◇ラグビー　東海学生リーグ（24日） ラグビー部

10月26日 中日新聞（知多）
昭和の亀島の姿　伝えたい　半田でプロジェクト始動　高齢者の「覚書」　
若者が本に

10月26日 日本経済新聞 【私の履歴書】（25）吉野彰　ノーベル賞　欧州が関心　可能性を直感 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月26日
ICT教育ニュース(ア
ウトソーシングテクノ
ロジー)

名城大学、学生有志が長野県南木曽町の中学生をオンライン学習支援

10月26日
しんぶん赤旗(日本共
産党中央委員会)

女性の力で政権交代　輝く社会に変えよう 経済学部：蓑輪明子准教授

10月26日
大学プレスセンター
(大学通信)

駒澤大学の第１回学長フォーラムに池上彰氏が登壇　－－　「池上彰氏　
講演会　ｉｎ　駒澤大学～コロナの時代に学ぶ君たちへ～」をＹｏｕＴｕｂｅ
で期間限定配信

池上彰教授

10月26日
ニュースイッチ(日刊
工業新聞社)

【音声解説】国内メーカー「崖っぷち」　車載電池・価格競争の行方 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月27日 中部経済新聞 【オープンカレッジ】歩き始めの子どもの身体活動 農学部：香村恵介准教授

10月27日 日本経済新聞 【私の履歴書】（26）吉野彰　授賞式　「電池が環境革命牽引する」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月27日 日本経済新聞 高校生SDGｓコンテスト　名城大学附属高等学校 附属高校

10月27日 毎日新聞 【第92回都市対抗野球】「1球の怖さ」糧に活躍 卒業生：栗林良吏さん

10月27日 日刊スポーツ 全日本大学女子駅伝　３１日号砲／チームエントリー一覧 女子駅伝部

10月27日
SPORTS BULL(運動
通信社)

歴史ある一戦を制し、通算６８勝目を挙げる 附属高校

10月28日 朝日新聞 【2021衆院選　課題の現場から】共生へ　入管のあり方は 法学部：近藤敦教授

10月28日 日本経済新聞 【私の履歴書】（27）吉野彰　家族　11人そろって受賞旅行へ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月28日 読売新聞
第39回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　10月31日（日）12時10分
スタート

女子駅伝部

10月28日 タウンニュース 池上彰氏、講演会　町田法人会が主催 池上彰教授

10月28日 エキサイトニュース
立命大、王座奪回へ「地道な」基礎練習徹底…全日本大学女子駅伝対
校選手権　３１日号砲

女子駅伝部

10月28日 グノシー 秋季東海大学男子１部リーグ戦の６日目・７日目試合結果 硬式テニス部

10月28日 Yahoo!ニュース 【バレー】秋季東海大学男子１部リーグ戦の６日目・７日目試合結果 バレーボール部

10月29日 中日新聞（夕刊） 名古屋発ひと味違う落語　登龍亭獅鉄 卒業生：獅鉄さん

10月29日 日本経済新聞 【私の履歴書】（28）吉野彰　教壇に立つ　企業内研究　醍醐味伝える 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月29日 毎日新聞 【質問なるほドリ】全固体電池って？ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月29日 中京テレビ 【キャッチ】全国大会5連覇の偉業へ　笑顔のキャプテンに試練
女子駅伝部、理工学部4年：和田有
菜さん

10月29日 日経ビジネス 脱炭素市場争奪　まだ序盤戦 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月29日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

＜秋季高校野球＞＜秋季高校野球＞秋季東海地区高校野球大会　あ
す開幕　出場チーム紹介　／愛知

附属高校

10月29日 エキサイトニュース
拓大、スーパールーキー不破聖衣来加入で初シード獲得は最低限…全
日本大学女子駅伝対校選手権　３１日号砲

女子駅伝部

10月29日 ＆(朝日新聞社)
ナチュラニクス、ワークスモバイルジャパン　、メタバーズ　、ｅ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ
充電ステーション用インターフェースの共同開発を開始

天野浩特別栄誉教授

10月29日 京都新聞 大学女子駅伝で上位狙う立命館大は飛田が軸　佛大は入賞目指す 女子駅伝部

10月29日 dニュース(NTTドコモ)
《プロ野球スカウトに聞く》ドラフト有力候補“まさかの指名漏れ”のウラ側
…今年の特殊事情「なぜ野手で指名漏れが多かった？」

卒業生：栗林良吏さん

10月29日 グノシー
【展望】大学駅伝女王の座をつかむのは？名城大が５連覇に挑戦、大
東大、日体大、立命大が追う／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月29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　１０／３０結果速報！ 蹴球部
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メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月30日 中日新聞 九里が13勝目　広島4-1ヤクルト 卒業生：栗林良吏さん

10月30日 日本経済新聞 【私の履歴書】（29）吉野彰　新三種の神器　「二次電池は心臓」励みに 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月30日 読売新聞 全日本大学女子駅伝　あす号砲　名城大V5へ隙なし 女子駅伝部

10月30日 朝日新聞デジタル 「『食べたら太る』は間違っている」　指導者が気付いた大切なこと 女子駅伝部、米田勝朗監督

10月30日 あなたの静岡新聞 池上彰さん講演　静岡県広告協会３０周年式典 池上彰教授

10月30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５節】愛知東邦は名城とスコアレスド
ロー

蹴球部

10月30日 dニュース(NTTドコモ) 名城大、最多５連覇へ自信　ライバルは出遅れを警戒　大学女子駅伝 女子駅伝部

10月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

５連覇目指す名城大、高松智美ムセンビが卒業後に第一線退く意向　１
年時から主力も競技に区切りへ【全日本大学女子駅伝】

女子駅伝部、外国語学部4年：髙松
智美ムセンビさん

10月30日 グノシー
Ｖ５狙う名城大・米田監督「持っている力をすべて出し切って、納得のいく
駅伝をしたい」／全日本大学女子駅伝前日会見

女子駅伝部、米田勝朗監督

10月30日 エキサイトニュース
３１日号砲・全日本大学女子駅伝　名城大の米田勝朗監督、Ｖ５に自信
「昨年以上に良い状態」

女子駅伝部

10月31日 朝日新聞
先言深語　名古屋ほど便利な都市ない　コラボスタイル社長松本洋介さ
ん

卒業生：松本洋介さん

10月31日 中日スポーツ きょう全日本大学女子駅伝　名城大　高松V導く快走を
女子駅伝部、外国語学部4年：髙松
智美ムセンビさん、理工学部4年：和
田有菜さん、米田勝朗監督

10月31日 日本経済新聞 【私の履歴書】（30）吉野彰　環境革命　新技術で予測超える未来 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

10月31日 読売新聞
【全日本大学女子駅伝】名城大　5連覇狙う　きょう号砲　監督「納得の駅
伝に」

女子駅伝部、米田勝朗監督

10月31日 読売新聞（宮城） 【全日本大学女子駅伝】名城大　優勝旗返還 女子駅伝部

10月31日 読売新聞（埼玉） 【全日本大学女子駅伝】監督ら意気込み　きょう号砲 女子駅伝部

10月31日 日本テレビ まもなく全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日 日本テレビ 第39回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 女子駅伝部

10月31日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大が５連覇！！　圧巻の完封リレーで史上２校目の快挙／全日本
大学女子駅伝

女子駅伝部

10月31日 BIGLOBE ニュース
大東大・鈴木優花　４年連続区間賞で初Ｖ導く「誰にも破られない区間新
で優勝をつかみ取りにいきたい」

女子駅伝部

10月31日 エキサイトニュース
きょう全日本大学女子駅伝　戦力充実の名城大Ｖ５有力　大東大、日体
大も逆転狙う

女子駅伝部

10月31日 グノシー 《選挙特番》池上彰が「池上無双」になるまで 池上彰教授

10月31日 日刊スポーツ 名城大５連覇なるか？全日本大学女子駅伝／ライブ速報します 女子駅伝部

10月31日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「子ども記者」復興を取材　ジャーナリストスクール開講 池上彰教授

10月31日 BIGLOBE ニュース
大学自動車部対抗『ＧＴ　Ｙｏｕｎｇ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　２０２１』予選会が鈴鹿で
開催　現役ＳＦドライバーもエキジビジョンマッチを繰り広げる

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝１区】区間賞は名城大・山本有真、ラスト６００メー
トルでスパート

女子駅伝部

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝２区】名城大・高松智美ムセンビが驚異の区間
新！早くも独走態勢構築

女子駅伝部

10月31日 エキサイトニュース
名城大が首位発進　山本有真が日体大・保坂晴子とのスパート合戦を
制する

女子駅伝部

10月31日 dニュース(NTTドコモ)
１０年連続ドラフト指名を狙う徳島インディゴソックス　２２年度の新入団
選手は潜在能力、実力十分の逸材が多数入団！

経済学部4年：池戸昇太さん

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝３区】またも名城大！！和田有菜主将が区間賞
「日本一の主将になるっていう思いで」

女子駅伝部

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝４区】またまた名城大が区間賞！谷本七星が区
間新「みんなの１秒…最後は削り出した」

女子駅伝部

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝】名城大が史上２校目の５連覇！１区から１度も
トップ譲らず独走Ｖ、３区間で区間新

女子駅伝部

10月31日 dニュース(NTTドコモ)
名城大、史上２校目の５連覇　杜の都を危なげなく快走し立命大に並ぶ
偉業

女子駅伝部

10月31日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大、史上２校目の５連覇「最高です」危なげない快走で立命大に並
ぶ偉業

女子駅伝部
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メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月31日 エキサイトニュース
名城大が史上２校目の５連覇達成　２時間２分５９秒　大東大５年連続２
位　拓大は３位で初のシード

女子駅伝部

10月31日
BUSINESS LIVE(四
国新聞社)

全日本大学女子駅伝で名城大が５連覇 女子駅伝部

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝】名城大が５連覇！米田監督「イメージ通りの走
りをしてくれた」

女子駅伝部

10月31日
ニコニコニュース(ドワ
ンゴ)

【速報】全日本大学女子駅伝で名城大が５連覇 女子駅伝部

10月31日 エキサイトニュース
名城大学が史上２校目の５連覇達成！拓殖大のスーパールーキー不
破聖衣来が驚異的区間新！第３９回全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月31日 Yahoo!ニュース
【駅伝】名城大が５連覇！！　圧巻の完封リレーで史上２校目の快挙／
全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月31日 エキサイトニュース
【全日本大学女子駅伝】名城大が史上２校目の５連覇　区間新の高松
「全員の思いを込めた」

女子駅伝部

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝・上位成績】名城大がＶ５、大東文化大５年連続２
位、拓大は初の表彰台

女子駅伝部

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝・全区間賞】ルーキー名城大・谷本、拓大・不破
が区間新、名城大は５区間で獲得

女子駅伝部

10月31日
47NEWS(全国新聞
ネット)

全日本大学女子駅伝、東北勢最高の９位　東北福祉大躍進 女子駅伝部

10月31日
河北新報オンライン
ニュース

【速報】全日本大学女子駅伝、東北福祉大が過去最高の９位 女子駅伝部

10月31日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大学女子駅伝、名城大が５連覇…４区まで区間賞の走りで独走 女子駅伝部

10月31日 日本経済新聞 名城大５連覇、２位に大東大　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日
Miyanichi e-press(宮
崎日日新聞社)

名城大、史上２校目の５連覇　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日 dニュース(NTTドコモ)
【全日本大学女子駅伝】名城大が５連覇　強さの秘密は主将の覚悟と
チーム力

女子駅伝部

10月31日 スポニチ
【全日本大学女子駅伝６区】名城大・増渕が区間新で５連覇のフィニッ
シュ「６連覇、７連覇と続けたい」

女子駅伝部

10月31日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が５連覇＝全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日 奈良新聞 名城大、史上２校目の５連覇　－　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日
Infoseek ニュース(楽
天)

名城大が５連覇 女子駅伝部

10月31日 This kiji is(ノアドット) 名城大が優勝、立命大は４位　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大が史上２校目の５連覇　全６区間中５人が区間賞の独走Ｖ【全日
本大学女子駅伝】

女子駅伝部

10月31日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

区間賞５人の名城大、早くも史上初の６連覇に意欲 女子駅伝部

10月31日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

史上２校目５連覇の名城大　原動力の和田有菜「日本一の主将になる
思いでやってきた」【全日本大学女子駅伝】

女子駅伝部

10月31日 @niftyニュース 名城大、４年生２人が集大成＝全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日 産経ニュース 名城大が５連覇、全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

10月31日 MY J:COM 監督に「私は遊びたい」　そして５連覇の立役者は帰ってきた 女子駅伝部

10月31日 スポニチ
小泉進次郎氏　池上彰氏の「冷や飯食わされている」に「当然のことだな
と思って受け止めている」

池上彰教授

10月31日 エキサイトニュース
名城大５連覇　高松智美ムセンビ「みんなの思いを込めたタスキを１番
で持って来れてうれしい」

女子駅伝部

10月31日 dニュース(NTTドコモ) スカジャン姿の小泉進次郎氏　池上彰氏にポエム発言ツッコまれる 池上彰教授

10月31日 スポニチ
池上彰氏　小泉進次郎氏に切り込んだ質問連発　「森友問題」よりも大
臣の仕事が大事？

池上彰教授

10月31日 BuzzFeed News
「人気に陰り」「発言がポエムみたい」小泉進次郎氏は“池上無双”に何
と答えた？

池上彰教授

10月31日 エキサイトニュース
【衆院選】小泉進次郎氏に「発言がまるでポエム」　池上彰氏が直球で切
り込む

池上彰教授

10月31日
月陸Online(陸上競技
社)

女王・名城大が盤石の５連覇　４年生が牽引した区間賞５・区間新３の
圧巻リレー／全日本大学女子駅伝

女子駅伝部

10月31日 dニュース(NTTドコモ)
池上彰さんが直撃「野党共闘の割には伸びてない　成功なのか」と立民
幹事長らに

池上彰教授
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メディアで見る名城大学（2021年10月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

10月31日 スポニチ
池上彰氏「覚悟してなかったんですか」「睡眠障害で逃げる」に甘利幹事
長が反論も途中で“時間切れ”

池上彰教授

10月31日 dニュース(NTTドコモ)
【衆院選】池上彰氏「残念ながらパトスが欠けている」岸田首相の演説６
０点

池上彰教授

10月31日 スポニチ
れいわ山本太郎代表　池上彰氏の質問に反論！！　「見えてないだけ
だと思います」

池上彰教授

10月31日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

池上彰氏「小泉人気にかげり」「冷や飯を食わされている」進次郎氏に直
球質問／衆院選

池上彰教授

10月31日 エキサイトニュース
池上彰氏　公明・山口那津男代表にド直球「学会の票が高齢化によって
減っているのでは？」

池上彰教授

10月31日 dニュース(NTTドコモ)
安倍＆麻生元首相への”忖度が見える”　池上彰さんの切り込みに岸田
首相は「どこにそんなことが見えるのか」と反論【衆院選】

池上彰教授

10月31日 エキサイトニュース
池上彰氏　岸田文雄首相にツッコみ入れるも…笑顔崩せず「優等生の
お答えでしたね」

池上彰教授

10月31日 dニュース(NTTドコモ)
「どうみても左遷というか降格に見える」池上彰さんの直撃に河野太郎・
自民党広報本部長は苦笑い【衆院選】

池上彰教授
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