
メディアで見る名城大学（2021年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月1日
朝日新聞（別刷特
集）

第103回　全国高校野球選手権　愛知大会　3日開幕　Dブロック 卒業生：三澤徳久さん

7月1日
朝日新聞（別刷特
集）

第103回　全国高校野球選手権　愛知大会　3日開幕　Fブロック 愛知総合工科

7月1日
朝日新聞（別刷特
集）

第103回　全国高校野球選手権　愛知大会　3日開幕　Hブロック 附属高校

7月1日 中日新聞 名城大、愛知県　デルタ株検査　判別数時間に短縮 薬学部：神野透人教授

7月1日 中部経済新聞 愛知県、デルタ株を検査　名城大手法で全感染者対象 薬学部：神野透人教授

7月1日 日本経済新聞
【NAGOYA街づくり考　第3部　次世代を育む】脱「地元の名門」6大学奔
走

小原章裕学長

7月1日 毎日新聞 デルタプラス株数時間で特定可　名城大、愛知で検査 薬学部：神野透人教授

7月1日 読売新聞 二枚貝調査干潟で実施　名城大付高生ら 附属高校

7月1日 中日スポーツ 広島1-0巨人 卒業生：栗林良吏さん

7月1日 エキサイトニュース 佐鳴予備校主催　高校生・保護者対象『大学フェア＠ｈｏｍｅ』開催

7月1日 日刊スポーツ 何もかも新人離れ　栗林良吏１球入魂ルーキーの「奪三振力」 卒業生：栗林良吏さん

7月1日 財経新聞
【全日本学生馬術大会２０２１の応援をお願いします】皆さまの母校、地
域の大学に馬術部はありますか？

7月1日
Fresh eyeニュース(ス
カラコミュニケーショ
ンズ)

新刊発売記念！ＴｉｋＴｏｋアカウント『池上彰と増田ユリヤのＹｏｕＴｕｂｅ学
園ＴｉｋＴｏｋキャンパス』開校決定！

池上彰教授

7月2日 Yahoo!ニュース 東海学生テニス選手権大会の本戦がスタート
農学部4年：鈴木利門さん、山本裕
太郎さん、経営学部3年：水越健太
さん、同2年：加藤和さん

7月3日 中日新聞 撮影楽しみつつ浴衣で有松散策 都市情報学部4年：髙澤怜那さん

7月3日 読売新聞 【日本酒探Q】明治の胃薬　麹菌から 農学部：加藤雅士教授

7月3日 中日スポーツ ◆広島が限定ユニホーム 卒業生：栗林良吏さん

7月3日
livedoor ニュース
(LINE)

今秋のたのしみだけじゃない！全日本大学野球で輝いた「下級生」の注
目投手

人間学部3年：真田拓さん、法学部2
年：松本凌人さん

7月3日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】中部大春日丘、愛産大三河などが初戦突破！＜３日の結果・
トーナメント表＞

愛知総合工科

7月4日 ★神戸新聞 【ひと次代（時代）を駆ける】三木あじさい祭り実行委員長　稲澤範治さん 卒業生：稲澤範治さん

7月4日 産経新聞
【クローズアップ科学】変異株検出に新手法　AIや食肉偽装見破る技術
を応用

薬学部：神野透人教授

7月4日 エキサイトニュース
【全国高校野球選手権愛知大会１回戦】まもなく開始！愛知総合工科ｖｓ
誉

愛知総合工科

7月4日 Yahoo!ニュース
本戦３日目が終了、女子シングルスはベスト１６が出揃う　［東海学生テ
ニス］

農学部4年：鈴木利門さん、山本裕
太郎さん、経営学部3年：水越健太
さん

7月4日
SPAIA(グラッドキュー
ブ)

【高校野球地方大会】札幌第一、北照、東海大浦安、神村学園などが進
撃

愛知総合工科

7月4日 Yahoo!ニュース 【愛知】前回王者・誉、国府などが初戦突破！＜４日の試合＞ 愛知総合工科

7月5日 朝日新聞 第103回　全国高校野球選手権　愛知大会 愛知総合工科

7月5日 朝日新聞 阪神-広島 卒業生：栗林良吏さん

7月5日 中日新聞 【sports愛知】◇中部日本学生軟式野球リーグ（6月26日） 軟式野球部

2021/8/3

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7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月5日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】東工大の教養教育 池上彰教授

7月5日 中日スポーツ 社会人野球日本選手権　広島・栗林の助言効果 卒業生：栗林良吏さん

7月5日
ニュースイッチ(日刊
工業新聞社)

次世代半導体素材「窒化ガリウム」は社会をどう変えるか 天野浩特別栄誉教授

7月5日
大学プレスセンター
(大学通信)

学生環境団体「Ｃｌｅａｎ　Ｇｒｅｅｎ」がクラウドファンディングでコンポスト
キット作り　～コロナ禍、家庭に癒やし届ける～

Clean Green、法学部4年:三輪久美
子さん

7月5日 Yahoo!ニュース
本戦４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、理工学
部4年：木下夏芽さん、経営学部3
年：水越健太さん

7月5日 日経ビジネス リチウムイオン電池開発の吉野氏、自らの若手時代を語り尽くす 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月6日 中日新聞 田中将、栗林ら選出　球宴監督選抜 卒業生：栗林良吏さん

7月6日 日本経済新聞 監督選抜選手　田中将・栗林ら　プロ野球球宴 卒業生：栗林良吏さん

7月6日 読売新聞 戸郷、高橋ら初球宴 卒業生：栗林良吏さん

7月6日 毎日新聞 田中将8年ぶり出場へ　ALL STAR GAME 2021 卒業生：栗林良吏さん

7月6日 dニュース(NTTドコモ)
「勉強って何の役に立つの？」と、子どもに聞かれたら…池上彰さんと増
田ユリヤさんの答えに納得した

池上彰教授

7月6日
SPORTS BULL(運動
通信社)

広島・栗林　初球宴は全球直球勝負！“自分超え”へ全力！自己最速
更新誓った

卒業生：栗林良吏さん

7月6日 Yahoo!ニュース
本戦５日目が終了、シングルスは男女ともベスト４が出揃う　［東海学生
テニス］

農学部4年：鈴木利門さん、理工学
部4年：木下夏芽さん、経営学部3
年：水越健太さん

7月6日
livedoor ニュース
(LINE)

７０歳の池上彰がＹｏｕＴｕｂｅｒデビューした納得の訳 池上彰教授

7月6日
JPubb(レッドクルー
ズ)

あいちカーボンニュートラル戦略会議の開催について 吉永美香教授

7月7日 朝日新聞
【オピニオン＆フォーラム】入管は変われるか　傲慢さ社会の無関心ゆ
え

卒業生：にしゃんたさん

7月7日 中日新聞 不明者迅速公表で進展　熱海安否把握優先し救助効率化 法学部：庄村勇人教授

7月7日 中日新聞 高校生の性テーマ18日にフォーラム　保護者ら向け、名古屋 ナゴヤドーム前キャンパス

7月7日 中部経済新聞 【中経論壇】名城大学が4季ぶり優勝　「人間力野球」人材育成の参考に 卒業生、校友会会長：山田弥一さん

7月7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？（出場辞退・追加招集選手も）【東京オリンピック野球日本代表】

卒業生：栗林良吏さん

7月7日 Yahoo!ニュース
本戦６日目が終了、男女単複のファイナリストが出揃う　［東海学生テニ
ス］

理工学部4年：木下夏芽さん

7月7日 大学Times(さんぽう)
学生環境団体「Ｃｌｅａｎ　Ｇｒｅｅｎ」がクラウドファンディングでコンポスト
キット作り　～コロナ禍、家庭に癒やし届ける～｜Ｔｈｅ大学Ｔｉｍｅｓ

Clean Green、法学部4年:三輪久美
子さん

7月7日 エキサイトニュース
「福島産の食品は安全」、中国科学院の映像が削除される―米華字メ
ディア

陳能場（チェン・ノンチャン）

7月7日
livedoor ニュース
(LINE)

大越健介氏、ＮＨＫ退職で民放が期待するワケ　その陰で青山祐子アナ
もフリーで本格稼働？

池上彰教授

7月7日
JPubb(レッドクルー
ズ)

「サイエンス実践塾体験研究室」の参加者を募集します！～　最先端の
科学技術を県内大学・企業で体験！～

天野浩特別栄誉教授

7月8日 中日新聞 DeNA-広島 卒業生：栗林良吏さん

7月8日 日刊工業新聞 名城大など、砂に潜る水中ロボ機構を開発　生物観察、レアアース探索

7月8日
IDEAS FOR
GOOD(ハーチ)

世界最小ＣＯ２回収マシーンの製作者・村木風海が考える、地球を再生
させる炭素とは？【ウェルビーイング特集　＃１４　再生】

池上彰教授

7月8日 ＆(朝日新聞社)
【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　７月２９日（木）開催　主催：（株）
シーエムシー・リサーチ

元講師：鈴木 靖昭さん

7月9日 朝日新聞
職域接種リハーサル名大で5大学・1高専対象に
「ようやくスタートできる」

7月9日 中日新聞 名大など6校12日から接種　リハーサルで流れ確認

7月9日 中日新聞 栗林17S目　広島5-3DeNA 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7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月9日 中日スポーツ 勝つための投球　栗林17S 卒業生：栗林良吏さん

7月9日 東京新聞
安否確認　名簿公表が効果　熱海土石流　連絡相次ぐ　リスク懸念当初
慎重　県・市「国が基準、法整備を」

法学部：庄村勇人教授

7月9日 読売新聞 名大で共同接種リハ

7月9日 毎日新聞 ワクチン接種リハ　名大東山キャンパス流れを確認

7月9日
ねとらぼ(アイティメ
ディア)

「志願者数の多い私立大学」ランキングＴＯＰ３０！　１位は約１３万人の
「近畿大学」【２０２１年版】

7月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

大越健介氏「報ステ」に　ＮＨＫ出身フリージャーナリスト　池上彰氏ら多
数

池上彰教授

7月10日 朝日新聞 第103回全国高校野球選手権愛知大会　熱戦きょう再開 附属高校

7月10日 読売新聞 高校野球県大会　きょうの試合 附属高校

7月10日 朝日新聞デジタル ＜お知らせ＞オーサー・ビジット２０２１参加校募集 池上彰教授

7月10日
月陸Online(陸上競技
社)

名城大のエース小林成美が１万ｍで１１年ぶり日本学生新！来年の世
界選手権の参加標準記録を突破

外国語学部3年：小林成美さん

7月10日 Yahoo!ニュース 侍ジャパン唯一のルーキー・栗林良吏が勝利のため腕を振る！ 卒業生：栗林良吏さん

7月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

岡崎城西２０１３年以来の初戦突破　９回２死一、二塁のピンチを左翼・
小野塚主将が好返球で本塁タッチアウト【高校野球愛知大会】

附属高校

7月10日 エキサイトニュース
【全国高校野球選手権愛知大会２回戦】岡崎城西が名城大学附属に勝
利

附属高校

7月10日 Yahoo!ニュース
【陸上】名城大のエース小林成美が１万ｍで１１年ぶり日本学生新！来
年の世界選手権の参加標準記録を突破／ホクレン網走

外国語学部3年：小林成美さん

7月10日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰氏　ワクチン「５月の時点で不足すること見えていたのではない
か」

池上彰教授

7月10日 日本経済新聞 田中希実、女子３０００で日本新　ホクレン陸上 外国語学部3年：小林成美さん

7月10日 MY J:COM 田中、女子３０００で日本新＝自身の記録更新－ホクレン陸上 外国語学部3年：小林成美さん

7月11日 朝日新聞 夏一気17大会開幕　10日 附属高校

7月11日 朝日新聞 気迫プレー魅せた　好返球で阻む 附属高校

7月11日 中日新聞 陸上　田中3000で日本新 外国語学部3年：小林成美さん

7月11日 中日新聞 93チーム700人表現力競う　名古屋で中部チア選手権大会 應援團チアリーディング部

7月11日 中日新聞 93チーム700人表現力競う　名古屋で中部チア選手権大会 附属高校

7月11日 中日新聞 延期五輪へ　野球　投手専門性を重視 卒業生：栗林良吏さん

7月11日 中日新聞 高校野球愛知大会2021　第3日 附属高校

7月11日 読売新聞 きのうの成績 附属高校

7月11日
サンデー毎日（7月11
日増大号）

大学プレスセンター　ニュース・アクセスランキング

7月11日 読売新聞 田中　３０００日本新 外国語学部3年：小林成美さん

7月12日 中日新聞 「走りやすかったのは江夏」代走一本、盛田嘉哉が語る盗塁の真髄 卒業生：盛田嘉哉さん

7月13日 中日新聞 【sports愛知】◇中部学生スポーツ射撃選手権（6月27日、7月3日）

理工学部3年：中村優華さん、経営
学部4年：大島里奈さん、農学部3
年：葛尾麻衣さん、法学部3年：岡田
悠さん

7月13日 日本経済新聞 集団接種、8月予約枠半減　名古屋市

7月13日
webun(北日本新聞
社)

赤崎勇（あかさき・いさむ）さん 赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授

7月13日 This kiji is(ノアドット)
小さな変更を大きな改革として宣伝する大リーグ機構や球団経営者の
思惑（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

7月13日 Yahoo!ニュース
被災地の熱海市に入った池上彰氏に消防団員が証言「母子を救助した
数秒後に家が流された」

池上彰教授
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メディアで見る名城大学（2021年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月13日 建設通信新聞 愛知県の次期公共交通ビジョン／名駅スーパーターミナル化 理工学部：松本幸正教授

7月14日 中日新聞 山手スイングオーケストラ　36年の集大成「ぜひ聴いて」 卒業生：大森康年さん

7月15日
日本経済新聞（夕
刊）

陸上女子新星が快走　小林、ホクレン1万メートル優勝　世界選手権標
準を突破

外国語学部3年：小林成美さん

7月15日 読売新聞 侍リレーでコイ4連勝 卒業生：栗林良吏さん

7月15日 財経新聞
高校生の「志願したい大学」【関東】早稲田大学が２年ぶり１位【東海】名
城大学が５年連続１位【関西】関西大学が１４年連続１位

7月15日 Yahoo!ニュース
高３生に人気の大学ランキング　関東１位は早稲田大、関西は関西大、
東海は名城大

7月15日 RBB TODAY(イード) リクルート、高校生に聞いた大学ブランドランキング発表！

7月15日 ReseEd(イード)
【大学受験】高校生が志願したい大学、関西は関西大が１４年連続１位
…関東は？

7月15日
山陰中央新報デジタ
ル

高３「志願先」、関東は早大首位

7月15日
Sportsnavi(YAHOO!
JAPAN)

【フットサル】名古屋オーシャンズが「世界一のチームを目指す」専用ト
レーニングセンター新設！設備はオーシャンアリーナ以上のものに

名古屋オーシャンズ

7月15日 Yahoo!ニュース
東海地方の高校生に人気の大学ランキング２０２１　１位は名城大、２位
名古屋大、３位中京大

7月15日 朝日新聞デジタル 東大も京大もジワリ上昇　「志願したい大学ランキング」

7月16日 中日新聞 高校総体　県勢メンバー紹介（上） 附属高校

7月16日 中日新聞 【WE LOVE ジモスポ】名古屋オーシャンズ　知多に専用練習施設 名古屋オーシャンズ

7月16日 dニュース(NTTドコモ)
「高卒２年目世代」が新たな黄金世代に…？アマチュア球界にも有望選
手がズラリ！

法学部2年：松本凌人さん

7月16日
ICT教育ニュース(ア
ウトソーシングテクノ
ロジー)

高校生が「志願したい大学」、関東では早稲田、東海は名城大、関西は
関西大が１位＝リクルート進学総研調べ＝

7月16日
ZAKZAK(産経デジタ
ル)

関東で早大が首位返り咲き　高３大学志願度ランク

7月16日
選挙ドットコム(イチ
ニ)

大混戦？！８月８日告示の横浜市長選の立候補表明者まとめ（７月１６
日時点）

元教授：郷原信郎さん

7月16日 ＆(朝日新聞社)
第３２回　愛知サマーセミナーにｅスポーツ講座がやってくる！ｅスポーツ
協会【ｅｄｇｅｓ】が、２０年以上続いている地域市民と学校が結びついた
市民参加型セミナーに初出演！

ナゴヤドーム前キャンパス

7月17日 ★北海道新聞 女子1万の新星網走で快走　陸上　小林世界選手権標準突破 外国語学部3年：小林成美さん

7月17日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】もろみ分離滴る雫 農学部：加藤雅士教授

7月17日 読売新聞 高校総体2021 附属高校

7月17日
読売新聞（東京夕
刊）

データ分析　学生の武器　企業・就職有利　研究に新手法　学部開設相
次ぐ

情報工学部

7月17日
livedoor ニュース
(LINE)

高校生が行きたい一番人気の大学、関西は「関西大学」、関東は？

7月17日 ITmedia ビジネス
高校３年生が志願したい大学ランキング　関東・東海・関西エリアで１位
になったのは？：関東・東海・関西エリア対象（１／３　ページ）

7月18日 中日新聞 マイナビALLSTARGAME2021第2戦 卒業生：栗林良吏さん

7月18日
中日新聞（尾近知総
合）

見てよし食べてよし　特産サボテンをPR　春日井でミニフェア 農学部

7月18日 日本経済新聞 プロ野球2021オールスター戦 卒業生：栗林良吏さん

7月18日 毎日新聞
池上彰のこれ聞いていいですか？　内科医占部まりさん　それぞれの最
期に向き合う

池上彰教授

7月18日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

広島から世界へ“カープの代表”４選手が侍合流　「やるだけ」森下暢仁 卒業生：栗林良吏さん

7月19日 読売新聞 高校総体2021　選手名簿（下） 附属高校

7月19日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】278 研修の意義考える好機に 池上彰教授

7月19日 CBC
【チャント！】名城大学「ノーベル記念展示室」メダルも…吉野教授ゆかり
の品

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7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月19日

大学ジャーナルオン
ライン(くらむぽん出
版／タッチポイント／
ユニバースケープ)

コロナ禍で変化？　リクルート進学総研「志願したい大学ランキング」２０
２１

7月20日 中日新聞
ノーベル賞記念展示室に吉野終身教授のコーナー　名城大、きょうから
公開

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月20日 中日新聞 ウガンダ人選手名古屋に移動か 法学部：近藤敦教授

7月20日 中部経済新聞 吉野さんの「メダル」展示ノーベル化学賞名城大で 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月20日 毎日新聞
吉野終身教授コーナー新設　名城大天白キャンパスノーベル賞記念展
示室　「子どもたちに進む道を」

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月20日 読売新聞 名城大「ノーベル室」新しく　吉野終身教授の展示増設 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月20日
livedoor ニュース
(LINE)

無観客の東京五輪開会式が後世に語り継がれるために必要なこと 外国語学部：鈴村裕輔准教授

7月20日 All About NEWS
「東海エリアの高校生が志願したい大学」ランキング！　３位「中京大
学」、２位「名古屋大学」、１位は２年連続で…

7月20日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学がノーベル賞記念展示室を「赤崎・天野・吉野ノーベル賞記念
展示室」としてリニューアルオープン　－－　７月２０日から一般公開

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

7月20日
選挙ドットコム(イチ
ニ)

大混戦？！８月８日告示の横浜市長選の立候補表明者まとめ（７月２０
日時点）

元教職員：郷原信郎

7月21日
タウンニュースてん
ぱく

土と緑と暮らす毎日を届けたい　名城大Clean Green
Clean Green、法学部4年:三輪久美
子さん

7月21日 中日新聞 異例の五輪中高で議論　コロナ下で開催賛否問う 附属高校

7月21日 中日新聞 TOKYO2020＋1　日本代表選手名鑑 卒業生：栗林良吏さん

7月21日 読売新聞（東京） 志望大　早大が関東首位

7月21日 読売新聞（二福岡） 【学びNOW!!】データサイエンス　関連学部の新設相次ぐ

7月21日 朝日新聞
19年化学賞　吉野氏を追加　名城大ノーベル賞記念展示室　レプリカの
メダルや会議「月報」も

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月21日 財経新聞

自由研究にぴったり！　『ＳＤＧｓでわかる　今ない仕事図鑑ハイパー
自分の才能発見ブック』の刊行を記念して、あなたの考えた「今ない仕
事」を大募集　優秀作には、大賞（１万円分）など図書券（合計５万円
分）！

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月22日 @DIME(小学館)
高校生が志願したい大学ランキング、関西１位は関西、東海１位は名
城、関東１位は？

7月22日
livedoor ニュース
(LINE)

「文理問わず教養教育が重要」池上彰が語る大学論 池上彰教授

7月22日 日経xwomanTerrace 予定は未定がちょうどいい 池上彰教授

7月23日 日刊工業新聞 経営ひと言／名城大学・池本有助准教授「魅力を探求」 理工学部：池本有助准教授

7月23日
マネクリ(マネックス証
券)

５Ｇ基地局で活躍するＧａＮ半導体　オキサイドの株価、上場来で３割高
に

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

7月23日 ログミーTech
オリンピックはテクノロジーで読み解け！分析すればスポーツはもっとお
もしろくなる

理工学部：小中英嗣准教授

7月23日 信毎web
東京２０２０＋１の主役へ―挑む長野県勢（１０）　陸上女子５０００メート
ル・萩谷楓（エディオン）

外国語学部3年：小林成美さん

7月24日 朝日新聞 ◇第66回全国高校軟式野球選手権愛知大会（23日） 附属高校

7月24日
日本経済新聞（夕
刊）

侍J　大胆かつ柔軟に　28日ドミニカ共和国戦 卒業生：栗林良吏さん

7月24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９節】まもなく開始！名城ｖｓ愛知 蹴球部

7月25日 中日新聞 緊張のお使い名城大生見守る　円頓寺商店街で子ども向け企画
名城大学プロスポーツビジネス研
究会

7月25日
livedoor ニュース
(LINE)

【東京五輪選手名鑑】野球日本代表侍ジャパンメンバー紹介　リリーフ投
手編（プロフィール・経歴・成績一覧）【東京オリンピック】

卒業生：栗林良吏さん

7月25日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

速報！２０２１年度　第６０回東海学生サッカーリーグ戦　１部／２部リー
グ　７／２４結果更新！次回７／３１

蹴球部

7月25日 Yahoo!ニュース 高校生が志願したい大学ランキング

5 / 6 



メディアで見る名城大学（2021年7月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

7月25日 エキサイトニュース
【侍ジャパン】守護神候補の広島・栗林良吏が９回を三者凡退　７回から
岩崎優、平良海馬とパーフェクト救援

卒業生：栗林良吏さん

7月26日 朝日新聞 ◇第66回全国高校軟式野球選手権愛知大会（25日） 附属高校

7月26日 中日新聞
【sports愛知】名古屋◇中部電力名古屋市民スポーツ祭ウエイトリフティ
ング（17、18日）

附属高校

7月26日 中日新聞（岐阜） 【sports岐阜】◇県陸上競技選手権大会（6月27～7月4日） 法学部4年：三木大輔さん

7月26日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】279 面白い授業の学び深めて　夏
休みの過ごし方

池上彰教授

7月26日
SciencePortal(科学
技術振興機構)

《ＪＳＴ主催》未来の社会、あるべき姿は？　ムーンショット「ミレニア」報告
会で議論白熱

天野浩特別栄誉教授

7月27日 朝日新聞 桜丘と名城大付東海大会に進出　高校軟式野球 附属高校

7月27日 中日新聞 尊厳ある生き方高校生が考える　東区　過労死や学費問題通じ

7月27日 毎日新聞（夕刊） 栗林 子供たちの夢背負い　コロナ禍 地元・愛知へ「一緒に頑張ろう」 卒業生：栗林良吏さん

7月27日 This kiji is(ノアドット)
カナダ公式戦再開でブルージェイズとＭＬＢは一層のコロナ対策が必要
だ（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

7月27日 文春オンライン
「２年後、一緒に見返そうよ」広島・栗林良吏の成長を支えた“戦友”の言
葉

卒業生：栗林良吏さん

7月27日 Yahoo!ニュース
驚異の新人クローザー　野球日本代表侍Ｊメンバー紹介　救援投手編
【東京五輪選手名鑑】

卒業生：栗林良吏さん

7月27日 Yahoo!ニュース
東京五輪で自動運転実用化の話はどこへ…？　縁の下で活躍するトヨ
タの技術【自律自動運転の未来　第２１回】

7月28日 朝日新聞 【第53回全日本大学駅伝】変化を力に　挑む伊勢路

7月28日
livedoor ニュース
(LINE)

各カテゴリ一体化の「侍ジャパン」プロ・アマの“結束”が生かされるか 卒業生：栗林良吏さん

7月28日 4years.(朝日新聞社)
日本中距離界の歴史的快挙の１日！　ホクレンディスタンス千歳大会実
況レポート

外国語学部3年：小林成美さん

7月29日 日本経済新聞 逆転サヨナラ　侍J白星発進 卒業生：栗林良吏さん

7月29日 メ～テレ 【ドデスカ！】東京2020　ルーキー栗林の登板に恩師ソワソワ
硬式野球部：山内壮馬コーチ、卒業
生：栗林良吏さん

7月29日 Yahoo!ニュース
【侍ジャパン】中日・大野雄と広島・栗林に名城大・山内コーチが熱い
エール

硬式野球部：山内壮馬コーチ、卒業
生：栗林良吏さん

7月30日 中日新聞
【この人】神経疾患のモデルマウス開発薬物療法の業績で国際賞　鍋島
俊隆さん

元教授：鍋島俊隆

7月30日 中日新聞
研究、反戦　追究鋭く　益川敏英さん死去　同級生ら悼む　天野さん「信
念を貫いた」

天野浩特別栄誉教授

7月30日 読売新聞（三河） 高校総体　中部大第一　決勝へ　バスケ男子＝愛知 附属高校

7月30日 ★日経 xTECH 鳥人間や小型衛星にも挑戦、工学も科学もできる次代の技能者育成 愛知総合工科

7月30日 化学工業日報
ＬｉＢの父、旭化成・吉野彰名誉フェロー、脱炭素技術を語る　５０年実質
ゼロ、決して高いハードルではない

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

7月30日
JPubb(レッドクルー
ズ)

令和３年度革新的な省ＣＯ２型感染症対策技術等の実用化加速のため
の実証事業（一次公募）の公募採択について

7月31日 中日新聞 高校総体 附属高校

7月31日 読売新聞 【日本酒探Q】濃厚芳醇「ねのひ」展開
農学部4年：山本未来さん、岩本祐
季さん、同2年：島津楓糀さん
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