
メディアで見る名城大学（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月1日 中日新聞 全日本選手権　27校出そろう 硬式野球部

6月1日 中日新聞 NIE実践指定校に本年度は小中高24校　県推進協 附属高校

6月1日 読売新聞 全日本大学野球　7日開幕 硬式野球部

6月1日 読売新聞 勝利の方程式　誰だ　栗林急上昇■球威の平良 卒業生：栗林良吏さん

6月1日
学研・進学情報（７月
号）

【教育情報Scramble】名城大学が2022年4月に新学部「情報工学部」を
設置構想

6月1日
ICT教育ニュース(ア
ウトソーシングテクノ
ロジー)

日本ゲーム大賞２０２１「Ｕ１８部門」、１３組が１３日のオンライン予選大
会へ進出

愛知総合工科

6月1日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

広島栗林　修正の必要なし　夏場クリアで１年間活躍／上原浩治分析 卒業生：栗林良吏さん

6月1日 Yahoo!ニュース
ヤンキースの「ブレークスルー感染」が明らかになったＣＤＣ指針の問題
点【メジャーリーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

6月1日 リセマム(イード)
［本日より予約開始！コロナ下における大学選びの新標準］夏休み直
前、全国の人気大学１１４校がオンライン上に大集合！

6月1日 4years.(朝日新聞社) 立教大・道下美槻、目指すはパリ五輪！　夢への挑戦へ走り続ける
外国語学部4年：髙松智美ムセンビ
さん

6月1日 建通新聞 名古屋市　名城大学と包括協定結ぶ

6月2日 中日新聞 【市長の一日】

6月2日 中日新聞 地域活性化へ連携　市と名城大が協定 立花貞司理事長

6月2日 中日スポーツ 初戦突破必ず！名城大 硬式野球部：森越祐人コーチ

6月2日 毎日新聞 名古屋市と連携　先進技術協働展開　名城大が包括協定 立花貞司理事長

6月2日 dニュース(NTTドコモ)
広島守護神の栗林良吏、侍の五輪代表入り有力　ルーキーで唯一の選
出

卒業生：栗林良吏さん

6月2日 dニュース(NTTドコモ)
広島・栗林　侍ジャパン最終候補残った　あるぞ史上初「新人オリンピア
ン」ニッポンの守護神へ期待膨らむ

卒業生：栗林良吏さん

6月2日 dニュース(NTTドコモ)
神宮と東京Ｄで『全日本大学野球選手権記念大会』開催！　チケット発
売中

硬式野球部

6月2日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学と名古屋市が連携・協力に関する包括協定を締結～相互の持
続的発展を見据えて、地域活性化のための取り組みに着手～

6月2日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

「社長の出身大学」ランキングＴＯＰ３０！　慶應と早稲田を抑えた１位
は？【２０２０年調査】

6月3日 中日新聞 縁の下の薬剤師　スムーズ接種へ　会場で準備作業 卒業生：岩月進さん、丹羽松弘さん

6月3日 中日新聞 コイ無失点リレー 卒業生：栗林良吏さん

6月3日
沖縄タイムス＋プラ
ス

沖大　初の全国へ闘志　大学野球全日本選手権　７日初戦　つなぐ野球
で「まず１勝」

硬式野球部

6月3日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

３度の戦力外は「マジか」「来たか」「来たか」　２度も蘇った“奇跡の男”
の稀なプロ人生

硬式野球部：森越祐人コーチ

6月3日
時事メディカル(時事
通信社／キョーイク)

世界をかえよう！日本初、　ＩＡＱ（室内空気質）改善コンテスト開催「応
募締切８月１日」

元教授：垣鍔直さん

6月4日 読売新聞 「飛び入学」整備　大学歓迎

6月4日 ＆(朝日新聞社)
東海発【働くを学ぶ】福祉専門カレッジ開校　障がい者の職業選択の自
由への挑戦！

理工学部：谷田真准教授、研究室
の学生

6月4日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

全日本大学野球選手権へ名城大・飯田隆志主将「楽しく、明るくやって
いきたい」と意気込む

硬式野球部、法学部4年：飯田隆志
さん

6月5日 朝日新聞 【野球　全日本大学選手権　7日開幕】2年ぶり開催　3校が初出場 硬式野球部

2021/7/2

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6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月5日 朝日新聞（夕刊） （惜別）赤崎勇さん　ノーベル賞を受賞した物理学者
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
理工学部：岩谷素顕教授

6月5日 中日新聞 名城大　愛知大学野球春V　全国でも8強狙う
硬式野球部、法学部4年：飯田隆志
さん、中村高耀さん、安江均監督、
渋井康弘部長

6月5日 中日新聞
【Culture】スーパー戦隊シリーズ1975年から45作目
助け合う姿時代超え　ヒーロー色分け小さな子にも理解しやすく

教職センター：木村美奈子准教授

6月5日 中日スポーツ 名城大ナイン本社来訪　愛知大学野球春季L優勝を報告
硬式野球部、法学部4年：飯田隆志
さん、中村高耀さん、安江均監督、
渋井康弘部長

6月5日 毎日新聞 大学日本一争う選手権7日開幕　2年ぶり 硬式野球部

6月5日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】酒粕　みりんの原料にも 農学部：加藤雅士教授

6月5日 読売新聞 元プロ選手　母校で手腕　名城大野球部　山内・森越コーチ
硬式野球部：山内壮馬コーチ、森越
祐人コーチ

6月5日
読売新聞（東京）（夕
刊）

元プロ2人　名城大導く　15年ぶり　全日本大学野球へ
硬式野球部：山内壮馬コーチ、森越
祐人コーチ

6月5日 日本経済新聞 ＬＥＤ材料で脱炭素革命、ノーベル賞学者が挑む 天野浩特別栄誉教授

6月5日 福島民報 武本が女子やり投で大会新 外国語学部3年：小林成美さん

6月5日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

デーデー・ブルーノが男子１００メートル制す「結果を出すことができてよ
かった」／陸上

外国語学部3年：小林成美さん

6月6日 読売新聞 武本やり投げV　陸上・日本学生個人選手権第2日（5日） 外国語学部3年：小林成美さん

6月6日 朝日新聞 【先端人】日常の中で活躍するロボを 理工学部：田崎豪准教授

6月6日 朝日新聞 名城大「一戦必勝」で挑む
硬式野球部、安江均監督、法学部2
年：松本凌人さん

6月6日 中日新聞 工業高生　専門技術競う　大会開幕　化学分析や測量など 愛知総合工科

6月6日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体体操 附属高校

6月6日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体柔道 附属高校

6月6日 読売新聞
27代表　2年ぶり激戦　第70回全日本大学野球選手権記念大会　あす
開幕

硬式野球部

6月6日
livedoor ニュース
(LINE)

蓄電池の開発強化へ　安倍、甘利氏らが新議連 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月6日 スポニチ
前回準Ｖの佛教大・田原監督が爆笑会見「２回も宝くじ当たらない」　７日
開幕の全日本大学野球選手権

硬式野球部

6月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

前回準Ｖ佛教大「ありがたい気持ちで」全日本大学野球７日開幕 硬式野球部

6月6日 Yahoo!ニュース 明日から全日本大学野球選手権　今大会は７校が女性主務！ 硬式野球部

6月7日 朝日新聞 第53回全日本大学駅伝　東海地区選考会 女子駅伝部

6月7日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体バレー 附属高校

6月7日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体バレー 愛知総合工科

6月7日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体ウエイトリフティング 附属高校

6月7日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校総体陸上兼国体選手選考 附属高校

6月7日 中部経済新聞 【ひと言】ユニコーンが育つ土壌づくり 卒業生：河合将樹さん

6月7日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】275　可能性を広げる㊤　経験が磨
く仕事の基礎力

池上彰教授

6月7日 読売新聞 代表27チーム監督意気込み　きょう開幕 硬式野球部

6月7日 dニュース(NTTドコモ)
ベストナイン揃い大商大、九州の速球派右腕など大学選手権に出場す
る逸材たち

硬式野球部、法学部2年：松本凌人
さん

6月7日 日刊スポーツ
沖縄大－名城大、天理大－石巻専大ほか／全日本大学野球選手権速
報します

硬式野球部

6月7日
アメーバニュース(サ
イバーエージェント)

異例づくしの大学野球選手権　ドラフト戦線をにぎわす「左投手」と「右の
強打者」に注目

硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月7日 Yahoo!ニュース
【陸上】女子１００ｍで石川がＵ２０日本歴代３位の１１秒４８！伊藤陸が
走幅跳で８ｍ００など随所に好記録／日本学生個人

外国語学部3年：小林成美さん

6月7日
livedoor ニュース
(LINE)

「クビになっても誰も助けてくれない」　３度の戦力外、学生に伝える“生
き抜く術”

硬式野球部：森越祐人コーチ

6月7日
SPORTS BULL(運動
通信社)

名城大・松本が完封一番乗り　３安打９奪三振で２回戦へ　全日本大学
野球選手権

硬式野球部

6月7日 dニュース(NTTドコモ)
１５年ぶり出場の名城大、初回１点を守り２回戦進出　松本凌人３安打
完封

硬式野球部

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

１５０ｋｍサイド右腕松本凌人が３安打完封！スミ１守り切り名城大が初
戦突破【全日本大学野球選手権】

硬式野球部

6月7日 中日スポーツ
スミ１完封！名城大１５０ｋｍサイド右腕松本凌人　６奪三振の力投で初
戦突破【全日本大学野球選手権】

硬式野球部

6月7日 スポニチ
初出場の沖縄大、完封負けも収穫　右腕・仲地礼亜は初東京Ｄで自己
最速１４９キロ

硬式野球部

6月7日 dニュース(NTTドコモ) 初出場の沖縄大は１失点完封負け　県勢初勝利も果たせず 硬式野球部

6月7日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学選手権】　名城大・松本凌人が３安打完封　「自信のあった真っす
ぐで勝負した」

硬式野球部

6月7日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【ハイライト】沖縄大学　ｖｓ．　名城大学｜全日本大学野球選手権２０２１
（６／７　第１試合）

硬式野球部

6月7日 スポニチ
悪夢の夏を乗り越えた名城大・松本が大会完封一番乗り　全日本大学
野球選手権

硬式野球部

6月7日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学選手権】初出場・沖縄大は打線が沈黙　０―１で初戦敗退 硬式野球部

6月7日 産経ニュース 名城大、天理大が２回戦へ　全日本大学野球が開幕 硬式野球部

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【ハイライト動画あり】名城大学、両投手合計１７奪三振の投手戦を制し
て沖縄大学に勝利　全日本大学野球選手権

硬式野球部

6月7日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

沖縄大、打線が沈黙　大城監督「最後まで打ちあぐねた」　全日本大学
野球選手権

硬式野球部

6月7日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２１年度　第６７回東海学生サッカートーナメント　組合せ掲載！６／
２６開幕！

蹴球部

6月7日 時事ドットコム 名城大２年生松本、堂々の完封　全日本大学野球
硬式野球部、法学部2年：松本凌人
さん

6月7日
modelpress(ネットネ
イティブ)

全日本大学野球が開幕　名城大など２回戦へ 硬式野球部

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大、上武大など２回戦へ＝全日本大学野球が開幕 硬式野球部

6月7日
BUSINESS LIVE(四
国新聞社)

全日本大学野球が開幕／名城大など２回戦へ 硬式野球部

6月7日 京都新聞 全日本大学野球が開幕 硬式野球部

6月7日 奈良新聞 全日本大学野球が開幕　－　名城大など２回戦へ 硬式野球部

6月7日 dニュース(NTTドコモ)
【大学野球】リリーフエースが完封　名城大１５０ｋｍサイド右腕の巧みな
投球術に監督脱帽

硬式野球部

6月7日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大・松本凌人３安打９Ｋ完封「期待して送り出した」安江監督ねぎら
う

硬式野球部、法学部2年：松本凌人
さん

6月8日 朝日新聞 初出場の沖縄大　惜敗　野球　全日本大学選手権 硬式野球部

6月8日 中日新聞 名城大　初戦突破　大学野球　全日本選手権開幕
硬式野球部、法学部2年：松本凌人
さん

6月8日 中日スポーツ 松本凌（名城大）完封デビュー　全日本大学野球選手権
硬式野球部、法学部2年：松本凌人
さん

6月8日 毎日新聞 名城大2回戦へ　野球　全日本選手権 硬式野球部

6月8日 読売新聞 全日本大学野球選手権記念大会　松本3安打完封
硬式野球部、法学部2年：松本凌人
さん

6月8日 Yahoo!ニュース
上武大・ブライトがＶ弾、西武・渡辺ＧＭもビックリ　全日本大学野球選手
権２年ぶり開幕

硬式野球部

6月8日
沖縄タイムス＋プラ
ス

初回好機生かせず　仲地意地の８Ｋ 硬式野球部

6月8日 Yahoo!ニュース
名城大・松本　完封一番乗りで１５年ぶり勝利呼ぶ「絶対点を取らせな
い」自己最速タイの１５０キロ連発

硬式野球部

6月8日 Yahoo!ニュース
上武大・ブライト健太　大会１号Ｖ弾「長打が魅力なので、もっとアピール
したい」

硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月8日 日刊スポーツ
関学大－松山大、東北福祉大－共栄大ほか／全日本大学野球選手権
速報します

硬式野球部

6月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

打てば「神様」打たねば「犯人」　３球団経験の“渡り鳥”だから感じた阪
神の魔力

硬式野球部：森越祐人コーチ

6月8日
カナロコ(神奈川新聞
社)

大学野球　全日本選手権神奈川の桐蔭大は逆転で初戦敗退 硬式野球部

6月8日 エキサイトニュース 【全日本大学野球選手権大会２回戦】まもなく開始！佛教ｖｓ名城 硬式野球部

6月8日 琉球新報 沖縄大、初陣飾れず　名城大に０－１で惜敗　全日本大学野球選手権 硬式野球部

6月8日 エキサイトニュース 【全日本大学野球選手権大会２回戦】名城が佛教から勝利をもぎ取る 硬式野球部

6月8日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【ハイライト】佛教大学　ｖｓ．　名城大学｜全日本大学野球選手権２０２１
（６／８　２回戦　第５試合）

硬式野球部

6月8日 dニュース(NTTドコモ)
名城大１５年ぶり８強　来年ドラフト候補の野口「優勝したい」と意気込み
【全日本大学野球】

硬式野球部

6月8日 Yahoo!ニュース
【ハイライト動画あり】名城大学、佛教大学に逆転勝利でベスト８進出　
全日本大学野球選手権

硬式野球部

6月8日
沖縄タイムス＋プラ
ス

名城大など、ベスト８進出　全日本大学野球第２日 硬式野球部

6月8日 京都新聞 名城大など、ベスト８進出 硬式野球部

6月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大１５年ぶり８強「素直にうれしい　学生たちが頑張ってくれた」監督 硬式野球部

6月8日
どうしん電子版(北海
道新聞社)

東農大北海道オホーツクなど８強　全日本大学野球第２日 硬式野球部

6月8日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

名城大、攻守の要・野口が活躍　１５年ぶり８強に進出／全日本大学選
手権

硬式野球部

6月8日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学野球】名城大が１５年ぶり８強入り　主砲・野口が決勝２点二塁打 硬式野球部

6月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

共栄大３度目挑戦で悲願１勝！！Ｖ候補・東北福祉大を撃破／全日本
大学選手権

硬式野球部

6月8日
livedoor ニュース
(LINE)

【大学選手権】前回準Ｖの佛教大、逆転負けで初戦敗退 硬式野球部

6月8日 グノシー 名城大の４番野口、攻守に躍動　全日本大学野球 硬式野球部

6月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

２年前に準Ｖ佛教大が初戦敗退「追加点を取れなかったのが敗因」田原
監督

硬式野球部

6月9日 中日新聞（長野） 喬木村議選　出馬情報共有や夜間・休日議会・・・改革実らず定数割れ 都市情報学部：昇秀樹教授

6月9日 東京新聞
こちら特報部　二重国籍選手どの国代表？（下）147カ国が容認解消必
要か

法学部：近藤敦教授

6月9日 日本経済新聞 ソフトバンク1-1広島 卒業生：栗林良吏さん

6月9日 朝日新聞 野球　全日本大学選手権　8日 硬式野球部

6月9日 中日新聞 名城大が8強　全日本選手権　大学野球　4番で扇の要　野口けん引
硬式野球部、経済学部3年：野口泰
司さん

6月9日 中日新聞 リーグ戦やトーナメントでしのぎ 準硬式野球部

6月9日 中日スポーツ 名城大逆転15年ぶり8強　4番野口V打 硬式野球部

6月9日 毎日新聞 野球　全日本大学選手権 硬式野球部

6月9日 読売新聞 全日本大学野球選手権記念大会 硬式野球部

6月9日 Yahoo!ニュース 名城大　逆転勝ちで１５年ぶりベスト８　野口、攻守に活躍 硬式野球部

6月9日 Yahoo!ニュース
佛教大　“ミラクル”再現ならず初戦敗退　森本主将「弱みをつぶして秋
に戻ってきたい」

硬式野球部

6月9日 MY J:COM
安心して暮らせる世界を目指して～日本発・深紫外線ＬＥＤを使ったまっ
たく新しい空間除菌技術『Ａｅｒｏｐｕｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ』～

天野浩特別栄誉教授

6月9日 京都新聞 佛大８強入り逃す　名城大に逆転負け、全日本大学野球選手権 硬式野球部

6月9日 スポニチ
福井工大・木村哲汰がアーチ＆猛打賞　元広島・町田コーチ直伝の「左
腕キラー」を発揮

硬式野球部

6月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【大学選手権】福井工大が７年ぶり８強進出　３番・木村が本塁打含む３
安打

硬式野球部
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メディアで見る名城大学（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

慶大、関学大、上武大など２回戦突破　８強出そろう　全日本大学野球
選手権

硬式野球部

6月9日 日刊スポーツ
慶大－関学大ほか準々決勝４試合／全日本大学野球選手権速報しま
す

硬式野球部

6月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【大学野球】背景には元広島戦士の助言　“パンフ”に名前のない福井
工大の伏兵が殊勲のアーチ

硬式野球部

6月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

最速１４２キロのサイド右腕６イニング１／３を無失点救援　上武大１７年
大会以来の８強【大学選手権】

硬式野球部

6月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

８強の慶大ことし初スタメン外野手が決勝二塁打「最高のパフォーマン
ス出す準備」【大学選手権】

硬式野球部

6月10日 読売新聞
【スポーツここに注目】絶好調野口が引っ張る　大学野球選手権　名城
大きょう準々決勝

硬式野球部、安江均監督、法学部3
年：小林大介さん、同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、同1年：多和田尚旗
さん

6月10日 読売新聞 全日本大学野球選手権記念大会 硬式野球部

6月10日 中日新聞 【大学野球】次戦は150キロ右腕擁する名城大
硬式野球部、法学部2年：松本凌人
さん

6月10日 中日スポーツ きょう名城大と激突　安江監督へ闘志!!下野監督 硬式野球部、安江均監督

6月10日
SPORTS BULL(運動
通信社)

沖縄大学　ｖｓ．　名城大学　全日本大学野球選手権大会　１回戦【ハイ
ライト】

硬式野球部

6月10日 エキサイトニュース 【全日本大学野球選手権大会準々決勝】まもなく開始！名城ｖｓ福井工 硬式野球部

6月10日
SPORTS BULL(運動
通信社)

福井工大・伊藤　ダメ押しの満塁ランニングホームラン　１試合最多得点
大会タイ記録　大学野球選手権

硬式野球部

6月10日 エキサイトニュース
【全日本大学野球選手権大会準々決勝】福井工が名城に大きく点差を
つけて勝利

硬式野球部

6月10日 Yahoo!ニュース
【大学野球】史上２度目の“珍事”起きた！　全日本大学選手権で１４年
ぶり「満塁ランニング本塁打」

硬式野球部

6月10日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

【ハイライト】名城大学　ｖｓ．　福井工業大学｜全日本大学野球選手権２
０２１（６／１０　準々決勝　第３試合）

硬式野球部

6月10日 Yahoo!ニュース 両軍合わせて３０安打２２四死球　福井工大が３時間半越えの激戦制す 硬式野球部

6月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【ハイライト動画あり】華麗なる打ち合いを制した福井工大　名城大学　ｖ
ｓ．　福井工業大学　全日本大学野球選手権

硬式野球部

6月10日 dニュース(NTTドコモ)
福井工大が大会最多タイの１７得点　元阪神・町田氏がコーチ／全日本
大学選手権

硬式野球部

6月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

慶大６９年前の再現！！関学大に勝利し４強／全日本大学選手権 硬式野球部

6月10日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

福井工大が３時間半越えの激戦制しの４強入り　両軍合わせて３０安打
２２四死球

硬式野球部

6月10日
SPORTS BULL(運動
通信社)

福井工大が３時間半越えの激闘を制し４強入り　大学野球選手権 硬式野球部

6月10日 Yahoo!ニュース
全日本大学選手権　福井工大記録尽くめの乱打戦制す　２７年ぶり４強
進出

硬式野球部

6月10日 時事ドットコム 慶大、上武大など４強　全日本大学野球 硬式野球部

6月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【大学選手権】福井工大がで大会タイ１７得点で２７年ぶり４強　４月に元
阪神・町田コーチ就任

硬式野球部

6月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

福井工大が大会最多得点タイ記録の１７得点で大勝　２７年ぶり４強入
り【全日本大学野球】

硬式野球部

6月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

福井工大「ビックリしています」大会最多タイ１７得点４強に下野博樹監
督

硬式野球部

6月10日 千葉日報 慶大や福岡大など４強、大学野球　神宮球場で準々決勝 硬式野球部

6月10日 dニュース(NTTドコモ) 名城大・松本凌人２回２失点で緊急降板　「松本に頼りすぎた」安江監督 硬式野球部

6月10日
SPORTS BULL(運動
通信社)

大学野球選手権・準々決勝は４試合合計１２時間超の死闘に　第４試合
は福岡大が延長戦制す

硬式野球部

6月10日 奈良新聞 慶大や福岡大など４強、大学野球　－　神宮球場で準々決勝 硬式野球部

6月11日
中日新聞（福井総
合）

福井工大27年ぶり4強 硬式野球部

6月11日 読売新聞 栗林ピンチ断ち連続無失点「22」 卒業生：栗林良吏さん
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メディアで見る名城大学（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月11日 読売新聞（東京） 好投手・黒原を攻略　慶大5-3関学大/全日本大学野球 硬式野球部

6月11日 中日スポーツ 開幕22戦連続0球団新記録達成　栗林 卒業生：栗林良吏さん

6月11日 朝日新聞 名城大 初の４強逃す　全日本大学野球 福井工大に敗れる
硬式野球部、法学部2年：松本凌人
さん、同3年：藤田希和さん、経済学
部4年：大川陽大さん

6月11日 朝日新聞(東京） 69年ぶり再戦、慶大競り勝つ　野球・全日本大学選手権　10日 硬式野球部

6月11日 中日新聞 名城大17失点4強逃す　大学野球　全日本選手権 硬式野球部

6月11日 中日スポーツ 名城大初の4強ならず　野口今大会通算１１の８、4打点投手陣を鼓舞
硬式野球部、安江均監督、法学部2
年：松本凌人さん、経営学部3年：野
口泰司さん

6月11日 毎日新聞 野球　全日本大学選手権 硬式野球部

6月11日 読売新聞 慶大　しぶとく4強　全日本大学野球選手権大会 硬式野球部

6月11日
SPORTS BULL(運動
通信社)

佛教大学　ｖｓ．　名城大学　全日本大学野球選手権大会　２回戦【ハイ
ライト】

硬式野球部

6月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

福井工大、大会最多得点で２７年ぶり４強　全日本大学野球 硬式野球部

6月11日 dニュース(NTTドコモ)
関学大　７０年越しリベンジならず…慶大に敗れ準々決勝敗退　エース
黒原５回４失点もスカウト評価揺るがず

硬式野球部

6月11日
livedoor ニュース
(LINE)

福井工大　大会最多タイ１７得点快勝　伊藤が史上２人目のランニング
満弾

硬式野球部

6月11日 Yahoo!ニュース 慶大コツコツ４強　３犠飛＆押し出し、７安打５得点で関学大攻略 硬式野球部

6月11日
ニュースイッチ(日刊
工業新聞社)

日本学術界の命題「研究開発ＤＸ」、小さな国立研究開発法人が先鞭 天野浩特別栄誉教授

6月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

上武大４強　１１点で東農大北海道オホーツクに快勝　全日本大学野球 硬式野球部

6月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

全日本大学野球選手権、４強出揃う　慶大がプロ注目左腕攻略で３４年
ぶりの優勝狙う

硬式野球部

6月11日 PRESIDENT Online
「社説で五輪中止を求めるのにスポンサーは継続」朝日新聞が信頼を
失った根本原因　社内のジャーナリズムは荒廃の一途

池上彰教授

6月11日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【大学野球選手権】Ｖ３度・慶大、初進出・福大など４強決まる 硬式野球部

6月11日 日高新報 大学野球で地元選手活躍 硬式野球部

6月11日 Yahoo!ニュース 池上彰と的場昭弘が語る　なぜいまこそ「社会主義」なのか？〈ｄｏｔ．〉 池上彰教授

6月11日 dニュース(NTTドコモ)
胴上げなるか１３０キロ監督、４強入り福井工大が猛打で挑む初の日本
一

硬式野球部

6月11日 日経 xTECH 電池の開発強化で安倍氏ら議連、旭化成吉野フェロー「崖っぷちだ」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月11日
SPORTS BULL(運動
通信社)

名城大学　ｖｓ．　福井工業大学　全日本大学野球選手権大会　準々決
勝【ハイライト】

硬式野球部

6月12日
タウンニュースてん
ぱく

2022年4月　情報工学部、誕生！ 情報工学部

6月12日
タウンニュースてん
ぱく

愛知大学野球春季リーグ　名城大が優勝！ 硬式野球部

6月12日 読売新聞 「みっちゃん」2代目襲名　一番弟子・上川さん＝広島 外国語学部：岩井眞實教授

6月12日 読売新聞 全日本大学野球　4強きょう激突 硬式野球部

6月12日 グノシー 自民「３Ａ」と二階氏対峙　「政局の秋」にらみ議連続々 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

元広島町田公二郎総合コーチ、打線好調の福井工大躍進要因に 硬式野球部

6月12日 福井新聞
全日本大学野球選手権、福井工業大学が初の決勝進出　福岡大学に２
―０

硬式野球部

6月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

福井工業大学が初の決勝進出　全日本大学野球選手権、準決勝で福
岡大学に勝利

硬式野球部

6月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

福井工大接戦制し初の決勝進出、投手陣が１死満塁など要所を締めて
逃げ切る

硬式野球部

6月13日 毎日新聞
【池上彰のこれ聞いていいですか？】人は「災間」を生きる　磯田道史さ
ん

池上彰教授
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メディアで見る名城大学（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月13日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

鷹リチャードと同期！福井工大の木村哲汰（沖縄尚学）が大会タイ１１安
打を記録

硬式野球部

6月13日 中日新聞（西濃）
＜西遊記２０２１＞　夫婦の自分史、郷土重ね　「カーボンナノチューブ」
協力、安藤さんと妻が共著

安藤義則名誉教授、飯島澄男終身
教授

6月13日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「野球は７、８、９回」救援重視“仰木流”で福井工大初決勝、窮地で切り
札

硬式野球部

6月13日 This kiji is(ノアドット)
猛打の福井工大一転、堅守で魅せた準決勝　全日本大学野球選手権、
初優勝懸け慶大との決勝へ

硬式野球部

6月13日 Yahoo!ニュース
「部員全員で日本一を味わいたい」猛打の福井工大、堅守で魅せた準
決勝　全日本大学野球選手権

硬式野球部

6月13日 エキサイトニュース
日本の「逆襲」成るか、ＥＶで先行者を制すには「切腹式」改革も必要―
香港・亜洲週刊

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月13日
livedoor ニュース
(LINE)

広島は守護神崩れサヨナラ負け　栗林が開幕２３戦目で初失点＆初黒
星

卒業生：栗林良吏さん

6月14日 日刊建設工業新聞
名古屋港魅力向上検討会／みなとまちづくり宣言案を公表／にぎわい
創出など行政が支援

人間学部：水尾衣里教授

6月14日
BUILT(アイティメディ
ア)

日機装がドラッグストアで除菌装置「Ａｅｒｏｐｕｒｅ」の販売を開始、近日中
に携帯型も発売：製品動向（１／２　ページ）

天野浩特別栄誉教授

6月14日 エキサイトニュース
広島・栗林、プロ初失点でメンタルが崩壊？　敗戦後の意味深コメントに
二軍降格を勧める声も

卒業生：栗林良吏さん

6月14日 日本経済新聞 電池開発強化で自民議連　旭化成吉野氏「崖っぷちだ」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月15日 朝日新聞 栗林23戦目で●　無失点途切れる 卒業生：栗林良吏さん

6月15日 朝日新聞 【第53回全日本大学駅伝地区選考会】5校が出場権 陸上競技部

6月15日 中日新聞 【sports愛知】◇全日本ジュニア柔道体重別選手権予選（5日） 附属高校

6月15日 中部経済新聞
【オープンカレッジ】行政との連携で危機に強い国に　建物の耐震性と限
界

理工学部：市之瀬敏勝教授

6月15日 毎日新聞
栗林23戦目で初失点　崩れた「神話」プロ初黒星も　サヨナラ打浴び「申
し訳ない」

卒業生：栗林良吏さん

6月15日 紀州新聞オンライン
全日本大学野球　井元勘太選手（湯川出身）　福井工大主将で初の準
優勝　〈２０２１年６月１５日〉

硬式野球部

6月15日 Yahoo!ニュース
キューバ五輪予選敗退の必然　相次ぐ亡命と深刻な人材不足【メジャー
リーグ通信】

外国語学部：鈴村裕輔准教授

6月15日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

“雑草集団”はなぜ強くなった？　全国準Ｖ・福井工大の大躍進…下野監
督「辞める理由じゃなくて、続ける理由を探そう」

硬式野球部

6月15日 中国新聞デジタル
【２０２１年連載　「カープの新星」】　＜４＞　栗林良吏（投手）＝ドラフト１
位

卒業生：栗林良吏さん

6月16日 中日新聞 名城大9年ぶり「飛び入学」
理工学部：鈴木紀明教授、大岩亮
太さん

6月16日 中日新聞 【sports愛知】◇国体柔道少年2次予選（12日） 附属高校

6月16日 中日新聞（夕刊） 大野雄ら24人発表　栗林、田中将も　野球五輪代表内定 卒業生：栗林良吏さん

6月16日 毎日新聞 【大学受験NOW】中部圏の大学　実就職率高く

6月16日 読売新聞 広島5-3西武 卒業生：栗林良吏さん

6月16日
現代ビジネス(講談
社)

「左翼」の時代が来る！分断が加速する今こそ“左派の思考”に学べ 池上彰教授

6月16日 Yahoo!ニュース
侍ジャパン東京五輪内定２４選手が発表！坂本ら８８年世代から４名！
【出身校一覧】

卒業生：栗林良吏さん

6月16日 財経新聞
日本ゲーム大賞２０２１「Ｕ１８部門」決勝大会へ進出する６作品が決
定！決勝大会は１０月３日（日）東京ゲームショウ２０２１　オンラインで
開催

愛知総合工科

6月16日 日刊スポーツ 侍ジャパン　東京五輪内定メンバー２４人／写真名鑑 卒業生：栗林良吏さん

6月16日
ベースボールチャン
ネル(カンゼン)

【東京五輪】侍ジャパンメンバー２０２１一覧　発表された２４名の内定選
手は？【東京オリンピック野球日本代表】

卒業生：栗林良吏さん

6月16日 4years.(朝日新聞社)
福井工業大の下野博樹監督、快進撃支えた「やる気スイッチ」押す人間
力

硬式野球部

6月16日 @niftyニュース 五輪代表選手の横顔＝野球 卒業生：栗林良吏さん

6月17日 中日新聞 私立高21項で「特色入試」導入 附属高校
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メディアで見る名城大学（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月17日 読売新聞
【Tokyo2020】「焦らず自分の投球を」栗林、侍入り　母校・名城大監督が
期待

卒業生：栗林良吏さん、硬式野球
部：安江均監督

6月17日 読売新聞 稲葉J「戦いぬく」24人内定　坂本、菅野、栗林ら 卒業生：栗林良吏さん

6月17日 読売新聞
【追悼抄】２０１４年ノーベル物理学賞受賞、名城大特別栄誉教授　赤崎
勇さん

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

6月17日 読売新聞 学校推薦不要　高校で新入試 附属高校

6月17日 朝日新聞 侍J　五輪へ24選手内定　田中将、森下や栗林ら招集 卒業生：栗林良吏さん

6月17日 中日新聞 栗林ら6人初代表 卒業生：栗林良吏さん

6月17日 毎日新聞 24人の侍　決定 卒業生：栗林良吏さん

6月17日 中日スポーツ 侍史上初!!ルーキー五輪戦士　栗林　広島から最多5人選出 卒業生：栗林良吏さん

6月17日 Yahoo!ニュース
広島・栗林　史上初の新人五輪代表選出に「本当にビックリ」宝刀フォー
クで、あるぞ守護神抜てき

卒業生：栗林良吏さん

6月17日
電気新聞(日本電気
協会新聞部)

［電気協会１００周年］吉野氏と池辺氏が対話／電池が拓く未来見つめ
て

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月17日 Yahoo!ニュース 栗林良吏が守護神に君臨！広島東洋カープの新人選手の現在地 卒業生：栗林良吏さん

6月17日 AXIS Web Magazine
東北・山形での経験が活動のベースに　柴山修平の考える自然との関
わりから生まれるデザイン

卒業生：柴山修平さん

6月17日
livedoor ニュース
(LINE)

東京五輪代表の中学時代…軟式出身は巨人・菅野智之、広島・森下暢
仁ら２４人中１０人

卒業生：栗林良吏さん

6月17日 4years.(朝日新聞社)
全日本大学野球選手権ギャラリー　初代王者が復活、７０回の節目を
彩った選手たち

硬式野球部

6月18日 PRESIDENT Online
「女性アナが聞き役のテレビはもう古い」池上彰と増田ユリヤがＹｏｕＴｕｂ
ｅ配信にハマっているワケ　「楽しくて我ながらびっくりしてる」

池上彰教授

6月18日 中日新聞 全国ベスト８の名城大が新人戦優勝！準優勝は東海学園大学 硬式野球部

6月18日 時事メディカル
障がい者の職業選択の自由へ！障害のある１８歳からの新しい選択
肢！福祉専門校「ＪＯＢｓ　ＣＯＬＬＥＧＥ」ジョブカレ第一期生募集＆無料
見学会開催！

理工学部：谷田真准教授、研究室
の学生

6月18日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

【東海版】高校生が「志願したい大学」ランキングＴＯＰ２０！　圧倒的な
志願度で１位となった大学は？【２０２０年調査結果】

6月19日 読売新聞 【侍　金への布陣】平良と栗林　救援の柱 卒業生：栗林良吏さん

6月19日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】米蒸す桶に画期的新顔 農学部：加藤雅士教授

6月19日
livedoor ニュース
(LINE)

空前の当たり年！　プロ野球「キラ星」ルーキーたちの通信簿 卒業生：栗林良吏さん

6月20日 朝日新聞 179チーム夏へ闘志　来月3日開幕組み合わせ決まる 附属高校

6月20日 朝日新聞 179チーム夏へ闘志　来月3日開幕組み合わせ決まる 愛知総合工科

6月20日 日本経済新聞 広島12-11DeNA 卒業生：栗林良吏さん

6月20日 読売新聞 夏の高校野球　対戦決定 附属高校

6月20日 読売新聞 夏の高校野球　対戦決定 愛知総合工科

6月20日 BIGLOBE ニュース
弘兼憲史×池上彰「オトナの人生相談」（１）実はご近所同士で顔見知り
だった

池上彰教授

6月20日 dニュース(NTTドコモ)
高校でも大学でも、東京五輪でも侍ジャパン…エリート代表格はカープ
森下暢仁、ではなぜか縁がない人は？【柳田も大舞台は初】

卒業生：栗林良吏さん

6月21日 毎日新聞 悼む　赤崎勇さん　青色LED開発でノーベル物理学賞受賞
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

6月21日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】276 プロの視点に解決策学ぶ 池上彰教授

6月21日 日経ビジネス ウェビナー新シリーズ開講！「若手時代にやっておくべき１０の挑戦」 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月21日 化学工業日報
菅野了次・東京工業大学科学技術創成研究院全固体電池研究セン
ター長／特命教授（知の最前線　全固体電池編）

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月21日
livedoor ニュース
(LINE)

大谷翔平、本塁打王のタイトル獲得で見込める新契約は「５年８３億円」
か

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（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月21日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

東京オリンピック　内定選手紹介／投手１１名は期待の新鋭と経験豊富
な選手の融合

卒業生：栗林良吏さん

6月21日
高校生新聞(スクール
パートナーズ)

薬剤師国家試験２０２１　９６３４人が合格　大学別の合格者数・受験者
数・合格率一覧

6月21日
週刊エコノミスト
Online(毎日新聞出
版)

２０２２年度大学入試はこう変わる！　北大、京大、金沢大、早稲田、大
阪公立、奈良女子…

6月22日 時事メディカル
「新型コロナウイルス感染症と身体活動・運動」についての国内外の研
究紹介を開始

農学部：香村恵介准教授

6月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

“私学４強”健在、享栄にセンバツ４強中京大中京や春優勝の愛工大名
電、東邦が続く

附属高校

6月22日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

躍進の福井工大に息づく「赤ヘルイズム」　元広島町田コーチの“魔法”
とは

硬式野球部

6月22日 NEWSつくば ２０５０年　脱炭素社会実現へ　吉野彰センター長が記念講演　産総研 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月23日 朝日新聞 受験にも役立つ「新聞の読み方」　名城大付属校で講座 附属高校

6月23日
現代ビジネス(講談
社)

６０年安保とは何だったのか？過激化する左翼運動と「新左翼」への道 池上彰教授

6月23日 TheNews
第２５８話　「グリーン×デジタル」日本強み持つリチウムイオン電池に期
待

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月23日
JPubb(レッドクルー
ズ)

講演会「近未来への招待状～ナイスステップな研究者２０２０からのメッ
セージ～」第３回：７月２０日開催の御案内

天野浩特別栄誉教授

6月24日 中日新聞（知多版） 市民団体やNPO　事業の発表審査会　大府全5件が採択 都市情報学部：昇秀樹教授

6月24日
名古屋フリモ北区版
（7月号）

【ナゴヤゴト】日本の頂点をめざす高校生たち　70年の歴史をつなぐ　名
城大学附属高校ウェイトリフティング部

附属高校

6月24日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

＜社会人野球日本選手権＞＜社会人野球日本選手権＞伯和ビクト
リーズ、３０日に初戦　好機つかむ、粘りの野球　／広島

卒業生：成田達也さん

6月24日 PR TIMES
「大学拠点接種に関する最新動向レポート」を公開～東海地方の８６大
学における新型コロナワクチンの接種スケジュールを調査～

6月25日 朝日新聞 職域ワクチン供給に不安　届く想定で準備・急きょ申請

6月25日 中日新聞 名大など6校来月共同接種　ワクチン4万人対象

6月25日 日本経済新聞 名大、学生らに接種　愛知の4大学・豊田高専と

6月25日 読売新聞 名大など6校共同接種　計4万人、来月中旬から

6月25日 毎日新聞 5大学と１高専名古屋大で接種　来月中旬から

6月25日 中京テレビ
【キャッチ！】大学・専門学校が共同で接種へ　学生や教員ら約4万人分　
名古屋大学など

6月25日 日経ビジネス 旭化成、イノベーション再興へ「レンタル移籍で他流試合」も 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

6月25日 福井新聞 福井工大、大学野球準Ｖ 硬式野球部

6月25日 毎日新聞 大学受験２０２１夏（４）中部圏の大学　実就職率高く

6月25日 エキサイトニュース
田中希実が４：０８．３９で圧勝も標準記録突破を逃す！第１０５回日本
陸上競技選手権女子１５００ｍ決勝

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

6月25日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２１年度　第６７回東海学生サッカートーナメント　兼総理大臣杯予選　
６／２６開幕！６／２６，２７結果速報！

蹴球部

6月26日 朝日新聞 一宮元市長2氏名誉市民に 神田真秋理事

6月26日
タウンニュースてん
ぱく

名古屋市と名城大学　包括協定締結 立花貞司理事長

6月26日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】蔵と銘柄に江戸情緒
農学部3年：松山直樹さん、小島詩
史さん

6月26日
NHK　WORLD-
JAPAN

【The Signs】Cutting Edge Virus Testing 薬学部：神野透人教授

6月26日 文春オンライン 広島・栗林良吏が継承する“グラブの中のウンチ星”の系譜 卒業生：栗林良吏さん

6月26日 dニュース(NTTドコモ) 日の丸半導体、再興への道は＝識者インタビュー 天野浩特別栄誉教授

6月26日 エキサイトニュース
【東海学生サッカートーナメント１回戦】名城が愛知淑徳との攻防の末、
勝利を掴み取る

蹴球部
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メディアで見る名城大学（2021年6月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

6月27日 日本経済新聞 広島11-5中日 卒業生：栗林良吏さん

6月27日 NHK 【第105回日本陸上選手権】女子5000m決勝
理工学部4年：和田有菜さん、卒業
生：加世田梨花さん

6月27日 エキサイトニュース
中京テレビ・佐藤啓アナ　母校・南山大出身のプロ野球選手「実録本」を
出した理由

卒業生：栗林良吏さん、英智さん

6月27日
Sportsnavi(YAHOO! 
JAPAN)

男子３０００ｍＳＣで三浦が日本新！３名が東京オリンピック代表内定！
男子４００ｍＨは黒川が初優勝で安部と共に代表内定／日本選手権第
３日ハイライト

人間学部1年：谷本七星さん

6月27日 エキサイトニュース 【東海学生サッカートーナメント２回戦】まもなく開始！中京ｖｓ名城 蹴球部

6月27日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

青色ＬＥＤ開発の功績　後世へ　ノーベル賞・赤﨑勇さんの顕彰碑建立
へ　出身地の鹿児島・南九州市

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

6月28日 中日スポーツ 圧巻の侍リレー　栗林9回3K 卒業生：栗林良吏さん

6月28日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】277 学費返還訴訟の行方　学ぶ意
欲への対応課題に

池上彰教授

6月29日 中日新聞 【sports愛知】◇国体柔道少年男子最終選考（26日） 附属高校

6月29日 読売新聞 高校野球県大会ブロック展望　中京大中京　畔柳が軸 愛知総合工科

6月29日 読売新聞 高校野球県大会ブロック展望　中京大中京　畔柳が軸 附属高校

6月29日 dニュース(NTTドコモ)
池上彰×増田ユリヤ「今、子どもたちに必要なメディアリテラシー」　Ｙｏｕ
Ｔｕｂｅばかり見ていると、フェイクニュースにだまされる？！

池上彰教授

6月29日 Yahoo!ニュース
メジャーが五輪に冷淡なこれだけの理由　機構や球団の態度や考えに
も一理ある（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

6月30日 日刊自動車新聞 〈新任幹部紹介〉豊田合成 卒業生：山本直さん

6月30日
大学プレスセンター
(大学通信)

新たに’’デルタプラス株’’にも対応～ＨＲＭ法による新型コロナウイル
ス変異株スクリーニングがいよいよ社会実装へ～

薬学部：神野透人教授

6月30日
livedoor ニュース
(LINE)

「発達障害の子、退園も」保育施設の規則に　差別解消法抵触の恐れ 法学部：植木淳教授
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