
メディアで見る名城大学（2021年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月1日 朝日新聞 名城大5連覇 女子駅伝部

11月1日 中日新聞 名城大5連覇 女子駅伝部

11月1日 中日スポーツ 全日本大学女子駅伝名城大5連覇 女子駅伝部

11月1日 中日スポーツ 名城大独走V5史上2校目　全6区間で5人が区間賞‼ 女子駅伝部

11月1日 中日スポーツ 栗林37Ｓで有終だ　新人記録に並びアピール 卒業生：栗林良吏さん

11月1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（30日） アメリカンフットボール部

11月1日 中日スポーツ ◇ラグビー・東海学生リーグ最終日（31日） ラグビー部

11月1日 中部経済新聞 PHOTO NEWS 女子駅伝部

11月1日 日本経済新聞 名城大が5連覇　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

11月1日 読売新聞 名城大5連覇　高松・和田4年生快走 女子駅伝部

11月1日 読売新聞 「重圧の中5連覇に価値」名城大3区間で新記録 女子駅伝部

11月1日 読売新聞（東京） 全日本大学女子駅伝　日体大5位　2区・尾方区間新=神奈川 女子駅伝部

11月1日 読売新聞（大阪）
全日本大学女子駅伝　松山大8位　シード獲得1区・大谷好スタート=愛
媛

女子駅伝部

11月1日 読売新聞（大阪） 全日本大学女子駅伝　立命4位　佛教15位=京都 女子駅伝部

11月1日 中京テレビ
【キャッチ！】史上2校目の全国5連覇　チームの絆で笑顔の独走　名城
大学女子駅伝部

女子駅伝部、外国語学部4年：髙松
智美ムセンビさん、人間学部3年：山
本有真さん

11月1日 日本テレビ
【Going!Sports&News】区間新連発　5連覇＆スーパー1年生　全日本大
学女子駅伝

女子駅伝部

11月1日 東海ラジオ 【OH！MY！CHANNEL】「僕らの未来SDGｓ」　Clean Green 人間学部２年：奈義良遥子さん

11月1日 茨城新聞クロスアイ 全日本大学女子駅伝　筑波大２０位　名城大５連覇 女子駅伝部

11月1日 朝日新聞デジタル 名城大５連覇　陸上・全日本大学女子駅伝　３１日 女子駅伝部

11月1日 毎日新聞 陸上　全日本大学女子駅伝　名城大５連覇 女子駅伝部

11月1日 Yahoo!ニュース 女子駅伝　名城大、史上２校目の５連覇　全６区で首位譲らず 女子駅伝部

11月1日
47NEWS(全国新聞
ネット)

全日本大学女子駅伝、東北福祉大が健闘９位　名城大５連覇 女子駅伝部

11月1日 京都新聞 大学女子駅伝で立命大、３位に「あと一歩」　悔しさも喜びも前向く力に 女子駅伝部

11月1日 Yahoo!ニュース
【駅伝】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

11月1日 Yahoo!ニュース
【陸上】佐久長聖が圧巻の２４連覇で全国へ好発進　女子は長野東がＶ
１５達成／長野県高校駅伝

理工学部4年：和田有菜さん

11月1日 秋田魁新報電子版 大東大・鈴木優（大曲高出）区間２位　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

11月1日 Yahoo!ニュース 開票速報はインタビュー、テンポ、そして鮮度が命！？ 池上彰教授

11月1日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰氏選挙特番、インタビュー拒否は細野豪志氏「テレビ東京は断ら
れました」

池上彰教授

11月1日 スポニチ
日テレ「ｚｅｒｏ選挙」１０・８％でトップ！　２０１９年参院選に続き連覇　民
放衆院選開票特番視聴率

池上彰教授

2021/12/2

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11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月1日 dニュース(NTTドコモ) テレ東「池上彰の総選挙ライブ」７・６％　候補者ミニ情報が今回も充実 池上彰教授

11月1日
47NEWS(全国新聞
ネット)

名城大５連覇　全日本大学女子駅伝 女子駅伝部

11月1日 エキサイトニュース 河野太郎が池上彰を完全論破！「気持ちええな」「池上さんの負け」 池上彰教授

11月1日
livedoor ニュース
(LINE)

選挙特番視聴率　ＮＨＫトップ１７・７％　“池上無双”のテレ東は７・６％ 池上彰教授

11月1日 Yahoo!ニュース
大学女子駅伝で超大物ルーキー！　拓大・不破聖衣来「異次元の走り」
と将来性

女子駅伝部

11月1日 Yahoo!ニュース
大学生以上の投手８名は１４５キロ以上！徳島インディゴソックスの特別
合格した投手陣が凄い！

経済学部4年：池戸昇太さん

11月1日
au Webポータル
(mediba)

神宮大会（大学の部・高校の部）　歴代優勝校・準優勝校一覧｜明治神
宮野球大会

硬式野球部

11月1日
47NEWS(全国新聞
ネット)

関学大と立命大が３連勝　中京大、広島大、西南大が全日本大学選手
権へ

アメリカンフットボール部

11月1日
週刊エコノミスト
Online(毎日新聞出
版)

２０２２年入試：国公立・私立２８０大学４大模試最新難易度・理系編　「コ
ロナ不況」を見据え志望増〈サンデー毎日〉

11月1日
Fashionsnap.com(レ
コオーランド)

第３９回女子駅伝で区間賞は全員「ナイキ」着用、６区中４人が区間新 女子駅伝部

11月1日 YAHOO! JAPAN 池上彰氏、講演会　町田法人会が主催〈町田市〉 池上彰教授

11月1日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

広島・栗林が３７セーブの新人プロ野球タイ記録　連続試合セーブは歴
代２位タイの２０試合に

卒業生：栗林良吏さん

11月2日 朝日新聞 栗林（広）が新人最多タイの３７セーブ 卒業生：栗林良吏さん

11月2日
朝日新聞（大阪）（夕
刊）

N4U教科書で学べない政治教室　外国人の参政権、いつになれば進ま
ぬ議論

法学部：近藤敦教授

11月2日 中日新聞 【全面広告】つなぐ連覇のタスキ 女子駅伝部

11月2日 中日新聞 栗林37Ｓ新人最多タイ 卒業生：栗林良吏さん

11月2日 東京新聞 10月31日のスポーツ　駅伝 女子駅伝部

11月2日 日本経済新聞 広島9-7ヤクルト 卒業生：栗林良吏さん

11月2日 毎日新聞 広島　打撃戦制す 卒業生：栗林良吏さん

11月2日 読売新聞 名城大競い合いで強く　6連覇期待1～3年活躍光る 女子駅伝部

11月2日 読売新聞 ◆広島・栗林が新人最多セーブのタイ記録 卒業生：栗林良吏さん

11月2日 中日スポーツ 初の一発浴びるも新人最多Ｓ締め　栗林 卒業生：栗林良吏さん

11月2日 中日新聞 ◇アメリカンフットボール　東海学生リーグ（30日） アメリカンフットボール部

11月2日 中日新聞 ◇ラグビー　東海学生リーグ最終日（31日） ラグビー部

11月2日 読売新聞オンライン 名城大競い合いで強く　６連覇期待　１～３年活躍光る／ 女子駅伝部

11月2日 This kiji is(ノアドット)
株価やエネルギー価格の高騰…物価騰貴の恩恵を受けるのはスポー
ツ界でも経営陣だけ（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月2日 朝日新聞EduA
「企業入社難易度ランキング２０２１」通信・サービス　１位東宝、採用大
幅減の旅行業は…

11月2日 朝日新聞デジタル 「マウンド上がるの好きじゃない」カープ抑え栗林、ルーティンはなぜ 卒業生：栗林良吏さん

11月2日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学がトヨタコネクティッド株式会社との産学連携授業「待ったなし
モビリティ社会　なろう！求められるＩＴ人材に　」を実施　－－　２０２２年
４月誕生の情報工学部におけるＰＢＬ教育の充実に向けて

11月2日
Infoseek ニュース(楽
天)

電動バイクが３分でフル充電できる！？　ナチュラニクスら３社が充電ス
テーションのインターフェース開発を開始

天野浩特別栄誉教授

11月2日 PR TIMES 学生フォーミュラ日本大会２０２１ 自動車技術研究会

11月2日 4years.(朝日新聞社) 大学自動車部対抗「ＧＴ　Ｙｏｕｎｇ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　２０２１」、９校が決勝へ

11月2日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

佛教大Ｖで１０年ぶり神宮　春の敗戦発奮材料に「全国で取り返す」森本
主将

硬式野球部

2 / 8 



メディアで見る名城大学（2021年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月2日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

５連覇の偉業・名城大　最長５区小林成美が世界を視野に飛躍誓う【全
日本大学女子駅伝】

外国語学部3年：小林成美さん

11月3日 中日新聞 秋の叙勲受章者 砂田久一名誉教授

11月3日 中日新聞 秋の叙勲県内から155人
井村隆名誉教授、元教員：加藤芳
文さん

11月3日 中日スポーツ 大学女子駅伝5連覇　名城大の新エース　小林成美世界で走りたい 外国語学部3年：小林成美さん

11月3日 中部経済新聞 秋の叙勲受章者名簿 砂田久一名誉教授

11月3日 中部経済新聞 秋の叙勲受章者名簿
井村隆名誉教授、元教員：加藤芳
文さん

11月3日 日本経済新聞 秋の叙勲受章者
井村隆名誉教授、元教員：加藤芳
文さん

11月3日 日本経済新聞 秋の叙勲受章者 砂田久一名誉教授

11月3日 毎日新聞 秋の叙勲受章者 砂田久一名誉教授

11月3日 毎日新聞 秋の叙勲県内から155人
井村隆名誉教授、元教員：加藤芳
文さん

11月3日 読売新聞 秋の叙勲に155人
元職員：加藤芳文さん、砂田久一名
誉教授、井村隆名誉教授

11月3日 読売新聞（大阪） 佛教大　第１代表/大学野球 硬式野球部

11月3日 朝日新聞 秋の叙勲4160人が受章 砂田久一名誉教授

11月3日 朝日新聞 秋の叙勲　県内155人
井村隆名誉教授、元教員：加藤芳
文さん

11月3日 東海テレビ
「世界の何だコレ⁉ミステリーSP」世界で撮られた何だコレ映像ネットで話
題！“恐怖の肉”⁉

農学部：林利哉教授

11月3日
livedoor ニュース
(LINE)

佛教大　１０年ぶり秋の神宮切符を第１代表で決めた！エース木下好投
「春の悔しさ晴らしたかった」

硬式野球部

11月3日 グノシー
大野雄母校・仏教大が神宮切符　「一球への執念」胸に雪辱の機会つ
かむ

硬式野球部

11月3日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学野球】佛教大、１０年ぶり神宮切符　木下隆也＆木村光の「奈良大
付リレー」で逃げ切り

硬式野球部

11月4日
livedoor ニュース
(LINE)

就活生が好印象「説明会の評価が高い会社」ＴＯＰ２０ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月4日 毎日新聞
４大模試最新難易度【理系編】　コロナ不況見据え志望増　難関大や工
科系が人気回復

11月4日 Acrofan ＳＰＩＥフォトニクス・ウェスト２０２２の登録を開始 天野浩特別栄誉教授

11月5日 朝日新聞 セ・セーブ　37　栗林 卒業生：栗林良吏さん

11月5日 朝日新聞（夕刊） "終わった〟名城大5連覇の秘密 女子駅伝部

11月5日 中日新聞 考えた菓子や軽食いかが 県内の5校の高大生知事に披露

11月5日 東京新聞 【プロ野球】片岡氏が2軍監督 卒業生：英智さん

11月5日 東海テレビ 【ニュースOne】名城”学祭“入場制限も　”日常へ”一歩前進

11月5日 薬事日報
【政府　２０２１年「秋の叙勲」発令】葛谷元岐阜薬大学長らに瑞中‐安東
大分県薬会長に旭小

砂田久一名誉教授

11月5日 信毎web 面白い選挙特番があったなら 池上彰教授

11月5日 4years.(朝日新聞社)
全日本大学駅伝メンバーエントリー発表　「打倒関東」東海・関西・地方
勢＆学連選抜

理工学部2年：脇田航輝さん

11月5日 奈良新聞
植物の組織修復と接ぎ木における器官再接着に必要な転写因子を発
見

理工学部：堀田一弘教授

11月5日 富士ニュース 富士市　芦川うらら選手に市民栄誉賞 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月5日 dニュース(NTTドコモ)
少しずつ戻り始めた“日常”…大学祭を在校生限定で開催　実行委員長
「コロナ禍以前に近いもの再現できた」

11月6日 朝日新聞 元鉄道マン笑いを走らせる　登龍亭獅鉄、年季明け 卒業生：獅鉄さん

11月6日 中日新聞（知多版） 名城大付高生が税関の仕事学ぶ 附属高校
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メディアで見る名城大学（2021年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月6日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】柴田酒造場　かっこいい田舎発信
農学部3年：小島詩史さん、松山直
樹さん、仲敏希さん、同2年：川島隆
之介さん

11月6日 読売新聞 麻薬探知も見学　高校生税関体験 附属高校

11月6日 日本経済新聞 米量的緩和縮小、１１月開始発表　中空麻奈さんらとＴｈｉｎｋ！ 池上彰教授

11月6日 あなたの静岡新聞 芦川選手に市民栄誉賞　富士市　世界体操金メダル「市民の誇り」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月6日
livedoor ニュース
(LINE)

第４９回衆院選特番――制作の大変さに思いをはせながら各局の良い
ところを見た

池上彰教授

11月6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８節】まもなく開始！名城ｖｓ常葉静岡 蹴球部

11月6日 中日新聞 ＜目耳録＞　心の距離 教職センター：曽山和彦教授

11月7日 日刊スポーツ
【全日本大学駅伝】駒大８秒差の混戦制し連覇！区間エントリー＆全選
手記録

理工学部2年：脇田航輝さん

11月8日 中日新聞 【sports愛知】◇バレーボール　東海大学リーグ（6日）（7日） バレーボール部

11月8日 中日新聞
【科学】カーボンナノチューブ発見30年　「残り物」から新分野　名古屋発
の新素材

飯島澄男終身教授

11月8日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】287　コロナ後を生きる（上） 池上彰教授

11月8日 東海ラジオ
【OH！MY！CHANNEL】「僕らの未来SDGｓ」　谷田研究室　菱野団地の
取り組み

理工学部3年：大嶋唯花さん、中原
萌々子さん

11月8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　１１／６結果更新！東
海学園のインカレ出場が決定！次回１１／１０，１３

蹴球部

11月8日 PRESIDENT Online
［第一三共ヘルスケア株式会社］　－薬剤師に聞く、生活者の解熱鎮痛
薬とセルフケアに対する意識－　約８割の薬剤師が、解熱鎮痛薬使用
について「生活者の認識が誤っていると感じたことがある」と回答

卒業生：堀美智子さん

11月8日 ハピママ*(ぴあ)
全国の８２大学がオンライン入試説明会を配信！入試まであと２カ月、
志望大学の入試情報を最終確認しよう！

11月8日 Yahoo!ニュース
より良い「Ｌｉｆｅ」へ「対話」を重視し、未来の社会像描く　閉幕したサイエ
ンスアゴラ２０２１から

天野浩特別栄誉教授

11月9日 中日新聞（三重） 南勢地区陸上競技記録会（３日） 経営学部3年：小西伴弥さん

11月9日 Yahoo!ニュース
大卒で“指名できなかった”ことが後の成功につながった　秘密事項だっ
た栗林良吏の１位指名【キーマン獲得の裏側にあった真実】

卒業生：栗林良吏さん

11月9日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【バレー】春高バレー、沖縄、岩手、千葉、鹿児島などの代表が決まる 附属高校

11月10日 中日新聞（中信） 大学生に学び　理解さくさく　南木曽中生　オンライン指導

11月10日 NEWSつくば
カーボンナノチューブ研究者に江崎賞　つくばで発見の材料に理論的基
礎

飯島澄男終身教授

11月11日 中日新聞 細密画創作　きっかけはコロナ禍　緑区の板谷さん　栄で個展 卒業生：板谷うたさん

11月11日 dニュース(NTTドコモ)
江崎玲於奈賞に斎藤氏　東北大大学院教授　炭素素材の基礎理論研
究

飯島澄男終身教授

11月11日 ＆(朝日新聞社)
【業界注目】”学生の、学生による、学生のための”ｅスポーツプロジェクト
「ＳｅＳ」誕生！学生リーグが始動します

中部学生e-sports協会

11月11日 Yahoo!ニュース
広島・栗林良吏投手　驚異の奪三振率１３．９３を支える必殺フォーク／
伝家の宝刀

卒業生：栗林良吏さん

11月11日 Yahoo!ニュース 【愛知】全三河大会は西尾東が優勝！各大会の日程・結果 附属高校

11月11日 dニュース(NTTドコモ)
日体大・矢沢宏太、立大・山田健太ら大学代表候補合宿の参加選手４５
人発表

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

11月11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2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

11月11日 スポニチ
大学代表候補４５人が発表―日体大の二刀流１５０キロ左腕・矢沢宏太
が選出

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

11月11日 エキサイトニュース
【大学野球】１２月の侍ジャパン大学代表候補強化合宿参加メンバー決
定　早大・蛭間、立大・山田ら４５人

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

11月11日 dニュース(NTTドコモ)
侍ジャパン大学代表候補に来秋ドラフト候補がずらり　早大・蛭間、日体
大・矢沢ら４５人

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

11月11日
SPORTS BULL(運動
通信社)

侍ジャパン大学代表候補強化合宿メンバーに“二刀流”日体大・矢沢ら
４５人

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

11月11日 日本経済新聞 江崎玲於奈賞に斎藤理一郎・東北大学大学院教授 飯島澄男終身教授
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メディアで見る名城大学（2021年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月12日
月刊陸上競技（12月
号）

第39回全日本大学女子駅伝　名城大　5連覇を達成！！ 女子駅伝部

11月12日
陸上競技マガジン
（12月号）

第39回全日本大学女子駅伝　名城大が史上2校目の5連覇 女子駅伝部

11月12日
ストレートプレス(PR 
TIMES)

株式会社ラフール　ラフール、『組織のモヤモヤは見える化できる！中
小企業のための組織変革セミナー』をテーマに株式会社Ｌｅｇａｓｅｅｄ社と
共催セミナーを開催！

名城大学「Bridge」スーパーバイ
ザー：佐藤裕さん

11月12日 グノシー
【カープ道】　独自入手ネタに驚愕！カープ担当記者大集合～２０２１総
決算２～

卒業生：栗林良吏さん

11月12日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

早大・蛭間、日体大の二刀流などスター勢揃い！大学日本代表候補４５
名が発表

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

11月13日 中日新聞 陸前高田の今見て学ぶ 法学部3年：北村龍哉さん

11月13日 中日新聞（可茂） 魅力的な駅南を提案　美濃加茂市長に名城大生 都市情報学部

11月13日 毎日新聞 荘園　墾田永年私財法から応仁の乱まで　伊藤俊一著 人間学部：伊藤俊一教授

11月13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７節】まもなく開始！名古屋ｖｓ名城 蹴球部

11月13日 エキサイトニュース 【速報中】名古屋ｖｓ名城は、名古屋が１点リードで前半を折り返す 蹴球部

11月13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７節】名古屋が攻防の末、名城から逃
げ切る

蹴球部

11月13日 Yahoo!ニュース
【愛知・１年生大会】星城が９回逆転３ランでサヨナラ勝ち＜１３日の結果
＞

附属高校

11月14日 朝日新聞（EduA)
【特集】時事ニュースの攻略法　ジャーナリスト・池上彰さんに聞く　「信
頼できる情報源で、歴史や背景を調べよう」

池上彰教授

11月14日 中日新聞
芸術やスポーツ励む県内学生らに助成金　大幸財団　研究助成対象も
決定

法学部：山口敦子准教授

11月14日 中日スポーツ 2年目さらなる飛躍へ　ツーシーム　栗林球種増やす 卒業生：栗林良吏さん

11月14日 スポニチ
【東日本女子駅伝】長野が２位！アンカー和田有菜が猛追、４大会ぶり
Ｖにあと一歩

人間学部1年：五味叶花さん、理工
学部4年：和田有菜さん

11月14日 グノシー
群馬がアンカー・不破聖衣来で逆転！　６大会ぶり４回目の優勝／東日
本女子駅伝

理工学部4年：和田有菜さん

11月14日 dニュース(NTTドコモ)
群馬が６大会ぶり優勝　アンカー“フワちゃん”で逆転「前が見えていた」
…東日本女子駅伝

理工学部4年：和田有菜さん

11月15日 東海ラジオ 【OH！MY！CHANNEL】「僕らの未来SDGｓ」　Book-aid
経済学部4年：小野寺楓さん、筒井
崚太朗さん、平松美菜さん

11月15日 グノシー
圧巻の逆転劇で６大会ぶりに群馬県が優勝！２年ぶりの東日本女子駅
伝

理工学部4年：和田有菜さん

11月15日 Yahoo!ニュース
８回・島内颯太郎　９回・栗林良吏　“運命の糸”で結ばれた同学年によ
る投手リレー【ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ】

卒業生：栗林良吏さん

11月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

福島県の子ども、復興進む双葉郡取材し新聞制作　池上彰さん特別講
師

池上彰教授

11月15日 グノシー
５分でわかるカーボンナノチューブ！特徴や用途、欠点、作り方などを解
説！

飯島澄男終身教授

11月15日 グノシー
５分でわかる宇宙エレベーター！いつできる？仕組みや課題、メリットを
解説！

飯島澄男終身教授

11月16日 中日新聞 【sports愛知】◇県大学ソフトボール選手権（6、7日） ソフトボール部

11月16日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校新人体育剣道名南支部予選（3、6日） 附属高校

11月16日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校新人体育柔道名北予選（13日） 附属高校

11月16日 日本経済新聞
若者と考える未来大志をつなぐ　ノーベル化学賞吉野彰氏旭化成名誉
フェロー

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月16日
47NEWS(全国新聞
ネット)

復興の現状伝える「新聞」披露　池上彰さん、子ども記者を講評 池上彰教授

11月16日
Web東奥(東奥日報
社)

【ライブ配信セミナー】異種材料接着・接合の基礎と最新技術、及び強度
／信頼性／耐久性向上と寿命予測法　１２月８日（水）開催　主催：（株）
シーエムシー・リサーチ

元講師：鈴木 靖昭 さん

11月16日 トラベルニュースat 「池上彰と語る東京の観光」　オンラインシンポジウムの参加者募集 池上彰教授

11月17日 中日新聞
学ぶ　学生が登壇　大学で平和の授業　戦争語り　同世代に響け　「本
質考えさせられた」

薬学部4年：岡田彩花さん

11月17日
みんゆうNet(福島民
友新聞社)

池上彰さんに震災被災地の復興を問う　相馬高新聞部員たちが取材 池上彰教授
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メディアで見る名城大学（2021年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月18日 薬事日報
１２月２５日にＡＭＥＤ委託研究　医薬品等規制調和・評価研究事業　眞
野研究班　２０２１年度第１回ＷＥＢ講演会「医薬関係者による副作用報
告の質向上に向けた情報連携のあり方［１］」開催

薬学部：酒井隆全助教

11月18日 苫小牧民報 親子で楽しく算数　サイエンスカフェ開催－市科学センター 教職センター：竹内英人教授

11月19日 中日新聞 【sports愛知】◇わかしゃち国体記念杯ウエイトリフティング（6、7日） 附属高校

11月19日 中日新聞（夕刊） 歴史書「荘園」ヒット著者に聞く　伊藤俊一名城大教授 人間学部：伊藤俊一教授

11月19日 週刊東洋経済Plus 今日、明日の動きを見て焦らなくてよい 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月19日 毎日新聞 県内上位入賞者／下　／愛知 附属高校

11月19日
Infoseek ニュース(楽
天)

内定を獲得できる学生は何が違う？　面接力が上がる「就活のリアル」
とは

名城大学「Bridge」スーパーバイ
ザー：佐藤裕さん

11月19日 財経新聞 『Ｕｎｉｔｙユースクリエイターカップ２０２１』本選出場作品を発表 愛知総合工科

11月19日 Yahoo!ニュース
ワクチン接種からオリンピック、現代アートまで　新しい“すみだ”を創る
墨田区の地域力

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月19日 Yahoo!ニュース ノーベル化学賞吉野氏がＣＣＳ視察　「新産業生み出すチャンス」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月19日 週刊東洋経済Plus インタビュー／旭化成　名誉フェロー　吉野　彰 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月19日
どうしん電子版(北海
道新聞社)

ノーベル賞吉野氏　苫小牧の二酸化炭素貯留施設を視察 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

11月20日 毎日新聞 輝き続けた2021　アジア系イメージ変え 外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月20日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】学祭で酒蔵の訪問記 農学部：加藤雅士教授

11月20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　１１／２０結果速報！ 蹴球部

11月20日 4years.(朝日新聞社)
拓殖大・不破聖衣来　女子長距離界の超新星、大学１年目の快進撃と
見据える世界の舞台

理工学部4年：和田有菜さん、外国
語学部3年：小林成美さん

11月20日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

エンゼルス大谷「満票ＭＶＰ」は開拓者精神への評価　二刀流の捉え方
は日米で大違い

外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月20日 PRESIDENT Online
「コロナ襲来で世界は根本から変わった」そんな”知識人たちの主張”を
信じてはいけない　コロナ禍は一時的な後退に過ぎない

池上彰教授

11月21日 朝日新聞 【先端人】ピンポイントで薬を届ける 薬学部：奥田知将准教授

11月21日 朝日新聞 朝日カルチャーセンター　◆入門日本仏教史～東海の寺社の視点から 齋藤滋非常勤講師

11月21日 中日新聞（三河） 八丁味噌学んで味わってみよう　岡崎で来月25日催し 農学部：加藤雅士教授

11月21日 毎日新聞
【池上彰のこれ聞いていいですか？】作家五木寛之さんジェンダー自分
の中に偏見

池上彰教授

11月22日 中日新聞（近郊） 高校生ら　戦争語り継ぐ　あま　日本兵手記など紹介 附属高校

11月22日 中日新聞 【sports愛知】◇陸上　東海学生選手権・長距離（20日） 外国語学部1年：前川凪波さん

11月22日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】288　コロナ後を生きる（中） 池上彰教授

11月22日 CBC 【チャント！】ノーベル賞赤﨑勇さんを偲ぶ　470人恩師への感謝の思い
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月22日 東海テレビ
【FNN Live News α】ノーベル賞赤﨑さん偲ぶ会　天野教授「諦めずに
続けること教わった」

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月22日 東海ラジオ 【OH！MY！CHANNEL】「僕らの未来SDGｓ」　ノパルノ研究室
農学部4年：尾嵜俊介さん、正木花
歩さん

11月22日 千葉日報 ＬＥＤ開発の赤崎勇さんしのぶ会　天野浩教授「諦めず信念貫く人」
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月22日
livedoor ニュース
(LINE)

ノーベル物理学賞の赤崎勇さんをしのぶ会　「印象に残る姿は…」
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

天野さん「信念貫く方」＝ノーベル賞赤崎さんしのぶ会―名古屋
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月22日
Infoseek ニュース(楽
天)

ノーベル賞赤崎さんしのぶ会
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月23日 朝日新聞
青色LEDへの情熱赤崎勇さんしのぶ 共にノーベル賞の天野さん「若手
に寄り添い育成感謝」

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11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月23日 中日新聞（なごや東） 菱野団地　DIYで改装　若い発想　地域を応援
理工学部：谷田真准教授、理工学
部3年：中原萌々子さん

11月23日 中日新聞（西三河） アラカルト三河 鷲津秀樹非常勤講師

11月23日 中部経済新聞 青色LEDへの情熱赤崎氏しのぶ会470人が参列、しめやかに
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月23日 毎日新聞 「諦めず信念貫く先生」天野教授、赤崎さんしのぶ
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月23日 南日本新聞 21世紀照らす功績を追想　ノーベル賞赤﨑さんしのぶ会
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月23日 読売新聞 赤崎勇氏しのぶ名古屋で470人ノーベル物理学賞
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月23日 中日新聞
天野教授「若手に寄り添ってくれた」　赤崎勇さんしのぶ会関係者ら470
人が献花

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月23日
中日新聞（岐阜近
郊）

曲輪に池のある庭園痕跡　大桑城跡調査結果　山県市が発表　土岐氏
の優雅な暮らしぶりが明らかに

丸山宏名誉教授

11月23日
日刊ゲンダイ
DIGITAL

大谷翔平が米国版「国民栄誉賞」候補に！　バイデン大統領の人気取り
に利用されないか

外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月23日 エキサイトニュース
今年４月に死去…青色ＬＥＤ開発で“ノーベル物理学賞”　名城大学の終
身教授・赤崎勇さんを偲ぶ会

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月23日 4years.(朝日新聞社)
２年ぶりの開催！　東日本女子駅伝で西村菜那子が注目した選手たち
は？

女子駅伝部

11月23日
47NEWS(全国新聞
ネット)

青色ＬＥＤ「２１世紀照らす」功績　ノーベル賞・赤崎勇さんをしのぶ会　
名古屋　「諦めない心がもたらした」　故郷・鹿児島時代も紹介

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

11月23日 中日新聞
愛知連盟から侍ジャパン大学候補に中京大・澤井廉　名城大・野口泰司　
松本凌人の３名が選出！日本代表を目指す意気込み

法学部2年：松本凌人さん、経営学
部3年：野口泰司さん

11月24日 日本経済新聞
中部経済特集(上)　ナゴヤ発新興勢前進　起業支援、12大学が連携　
共同プログラムで担当者研修

社会連携センター：山本剛毅さん

11月24日
ニュースイッチ(日刊
工業新聞社)

【キーワード・３０秒解説】窒化ガリウム（ＧａＮ） 天野浩特別栄誉教授

11月24日 京都新聞 皇后杯　全国女子駅伝まで２カ月　４０ｔｈ　ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 外国語学部3年：小林成美さん

11月24日 財経新聞
【速報】Ｕ－２２プログラミング・コンテスト２０２１　最終審査会で各賞決
定！！

理工学部4年：長尾 卓さん

11月24日

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

ナイキ、駅伝シーズンに向けた「ＥＫＩＤＥＮ　ＰＡＣＫ」コレクションでラン
ナーをサポート

女子駅伝部

11月24日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

天満屋女子　２年ぶり入賞へ奮起を　２８日、全日本実業団駅伝 卒業生：高木綾女さん

11月25日 タウンニュース 「未来から今振り返る視点を」　池上さん講演会で 池上彰教授

11月25日 教育家庭新聞
Ｕ－２２プログラミング・コンテスト最終審査会～経済産業大臣賞など各
賞が決定

理工学部4年：長尾 卓さん

11月25日
SciencePortal(科学
技術振興機構)

《ＪＳＴ主催》境界超えた対話や若手に任せる大切さを確認　アゴラ２０２
１で「イノベーション再興の方策」探る

天野浩特別栄誉教授

11月25日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学が２０２２年４月から全学生対象の新科目「データサイエンス・
ＡＩ入門」を設置　－－　池上彰教授と全学部の教員による文理融合の
全方向アプローチをオンデマンドで実施

11月25日 PRESIDENT Online
キャリア官僚の競争率は過去最低に…東大生の「官僚離れ」が進んで
いる根本原因　恐怖政治が生んだ「忖度の空気」

池上彰教授

11月25日 Yahoo!ニュース
《速報》コロナ沈静化で大学志望動向も変化　首都圏の大学への志望者
戻り、文系復活の傾向

情報工学部

11月26日
教育とICT Online(日
経BP)

Ｕ－２２プログラミング・コンテスト２０２１、受賞作品決定 理工学部4年：長尾 卓さん

11月26日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学が１２月１１日に「吉野彰終身教授　ノーベル賞受賞記念講演
会」を開催　－－　野依良治客員教授との対談も実施

11月26日 PRESIDENT Online
中国、韓国も夫婦別姓を認めているのに…日本が世界の潮流から取り
残される根本原因　国会議員と国民の意識が離れている

池上彰教授

11月26日
VRonWEBMEDIA(81p
lus)

Ｕ－２２プログラミング・コンテスト２０２１　最終審査会を開催　各賞が決
定

理工学部4年：長尾 卓さん

11月27日 朝日新聞（岐阜） 二つの城跡、池を伴う庭園か　山県・大桑城と郡上・篠脇城／岐阜県 丸山宏名誉教授

11月27日 中日新聞 新人4人が立候補　名古屋市議東区補選告示 卒業生：上村美千代さん

11月27日 毎日新聞 秋の宮城路　駆け抜ける  第41回全日本実業団対抗女子駅伝
卒業生：加世田梨花さん、加藤綾華
さん

11月27日 読売新聞 名古屋市議補選4新人が立候補　東区選挙区 卒業生：上村美千代さん
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メディアで見る名城大学（2021年11月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

11月27日 中日新聞 「図書館は公園」挑戦続ける 薬学部4年：岡田彩花さん

11月27日 中京テレビ
【月刊ハラスポ】全日本大学女子駅伝5連覇　笑顔のキャプテンの4年間
に密着

女子駅伝部、理工学部4年：和田有
菜さん

11月27日 毎日新聞 書の甲子園　受賞者　／愛知 附属高校

11月27日 dニュース(NTTドコモ)
＜熱海土石流＞＜熱海土石流＞４時間内に７回超発生　場所や時間特
定　第２回検証委　／静岡

理工学部：小高猛司教授

11月27日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

３年ぶりの伯和ビクトリーズ、千葉ロッテ３位指名を擁する三菱自動車倉
敷、日ハム３位指名を補強した四国銀行、強打のＨｏｎｄａ熊本、甲子園
連覇の指揮官が率いる西部ガス　都市対抗野球大会チーム紹介（中
国・四国・九州代表）

卒業生：成田達也さん

11月28日 毎日新聞 日本郵政3連覇挑む　クイーンズ駅伝きょう号砲
卒業生：加世田梨花さん、加藤綾華
さん

11月28日 毎日新聞 第92回都市対抗野球　「1球無駄にしない」原点 卒業生：栗林良吏さん

11月29日 毎日新聞 第41回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会成績
卒業生：加世田梨花さん、加藤綾華
さん

11月29日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】289　コロナ後を生きる（下）次の飛
躍へ自ら鍛えて

池上彰教授

11月29日 東海ラジオ 【OH！MY！CHANNEL】「僕らの未来SDGｓ」　田中先生ゼミ
経営学部4年：神野真帆さん、犬飼
忠司さん

11月29日
ファッションネットワー
ク

ナイキが駅伝シーズンに向けたコレクション発売、レースのエネルギーと
朝日をイメージ

女子駅伝部

11月29日
ニュースイッチ(日刊
工業新聞社)

クボタがインドで勝負に出る　世界有数規模になる農機市場で打破すべ
き現地事情

経済学部：杉本大三教授

11月29日 財経新聞
空気で世界をかえよう！第１回ＩＡＱ（室内空気質）改善コンテスト決勝大
会結果報告

元教授：垣鍔直さん

11月29日 財経新聞
【ＳＤＧｓ　推進　ＥＸＰＯ　ＯＮＬＩＮＥ】今話題のＥＳＧ上場企業からソー
シャルベンチャー、ＶＴｕｂｅｒ、ＣＯＰ２６解説まで　豪華登壇者決定！

卒業生：榊原有里さん

11月29日 卓球レポート(タマス) 各地の大会結果　第５３回東海学生卓球各部別大会
理工学部3年：小澤弦矢さん、経済
学部1年：松井颯士さん

11月29日 卓球レポート(タマス) 各地の大会結果　２０２１年度　東海学生秋季リーグ 卓球部

11月30日 中部経済新聞
2021年度大学への講師派遣　中小企業の魅力を伝える～生きること、
学ぶこと、働くこと

11月30日 ノアドット
インディアンスが来季から「ガーディアンズ」に改称する背景【メジャー
リーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

11月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【広島】ルーキーでセ２位３７Ｓマークの栗林良吏、３７００万円大幅ＵＰ
の５３００万円サイン

卒業生：栗林良吏さん

11月30日 西日本新聞 広島の栗林は５３００万円で更改 卒業生：栗林良吏さん

11月30日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

広島栗林「抑えやりたいと思っていなかった」　ＤｅＮＡヤスアキにやりが
い学ぶ

卒業生：栗林良吏さん

11月30日 TECH::NOTE(div) 【データサイエンティストとは？】資格・年収・将来性も解説 情報工学部

11月30日 dニュース(NTTドコモ)
広島・栗林「森下ぐらいと思っていたら、それ以上」球団２年目最高５３０
０万円更改

卒業生：栗林良吏さん
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