
メディアで見る名城大学（2021年8月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

8月1日 中日新聞 日本準々決勝へ　メキシコに7-4　栗林3者凡退締め 卒業生：栗林良吏さん

8月1日 中日スポーツ 侍1位通過呼び込んだ　栗林無失点初S 卒業生：栗林良吏さん

8月2日 中日新聞 【sports愛知】◇県夏季新人卓球シングルス（7月24、25日） 附属高校

8月2日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校ハンドボール選手権名南支部予選 附属高校

8月2日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】関学大の文理融合教育 池上彰教授

8月2日 読売新聞 短期決戦　経験生かす　Tokyo2020＋挑む東海勢 卒業生：栗林良吏さん

8月2日 日本経済新聞 イノベーション日本の課題 天野浩特別栄誉教授

8月2日 日本教育新聞
Ｎｏ．６２９１号（２０２１年８月２日号）７面では「「１人１台」で都市間交流」
を掲載

農学部：木岡一明教授

8月2日 財経新聞
６万７千人以上の申込を集めたユニフェスＯｎｌｉｎｅ２０２１の見逃し配信を
８／３１（火）まで延長

8月2日
週刊エコノミスト
Online(毎日新聞出
版)

全国２５０大学実就職率ランキング　京大、北大、東北大、名大、阪大、
九大、東工大、一橋大、早慶上理、ＭＡＲＣＨ、関関同立…〈サンデー毎
日〉

8月2日
BtoBプラットフォーム
業界チャンネル(イン
フォマート)

小笠原諸島振興開発審議会委員の任命について 都市情報学部：大野栄治教授

8月3日 ★富山新聞 昆虫の不思議、博士が解説　氷見・海浜植物園　児童にリモート講座 農学部：山岸健三教授

8月3日 中日新聞 日本準決勝へ　米にサヨナラ勝ち 卒業生：栗林良吏さん

8月3日 中日新聞（夕刊） 侍ジャパン栗林良吏投手　兄は救急弟は救援 卒業生：栗林良吏さん

8月3日 中日スポーツ 劇勝読んだのは2人の「栗」 卒業生：栗林良吏さん

8月3日 中日スポーツ 頼もしい無失点　栗林 卒業生：栗林良吏さん

8月3日 読売新聞 タイブレイク栗林無失点 卒業生：栗林良吏さん

8月3日 スポニチ
侍守護神・栗林が劇勝呼ぶ１０回タイブレーク零封！「どんな場面でもい
く準備はしていた」

卒業生：栗林良吏さん

8月3日
livedoor ニュース
(LINE)

池上彰氏「この会社に将来はない」ＮＨＫ退職のきっかけになった言葉
明かす

池上彰教授

8月3日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

侍Ｊ・栗林良吏、社会人経て背負う日の丸　恩師が語る「責任感」 卒業生：栗林良吏さん

8月4日 朝日新聞 ◇第66回全国高校軟式野球選手権東海大会（3日） 附属高校

8月4日 東日新聞 愛称は「とめちゃりん」 法学部1年：菊池二千翔さん

8月4日 Yahoo!ニュース 夏の高校軟式野球東海大会　中京（岐阜県）が決勝進出 附属高校

8月4日 @DIME(小学館)
高校生１２万人に聞いた「志願したい大学」ランキング、東海地区１位は
名城大学、関西地区１位は関西大学、関東地区１位は？

8月5日 ★中日新聞 学ぶ「相談しにくい」コロナ下の子　悩む友達大人につなぐ 人間学部：原田知佳教授

8月5日 朝日新聞 ◇第66回全国高校軟式野球選手権愛知大会（4日） 附属高校

8月5日 中日新聞 侍　韓国破り決勝進出　栗林、初戦から4連投 卒業生：栗林良吏さん

8月5日 中日新聞（東三河） 駐輪場に「とめちゃりん」豊橋市が愛称決定、看板設置へ 法学部1年：菊池二千翔さん

8月5日 中日スポーツ 王手　ゼロ封に雄たけび　栗林 卒業生：栗林良吏さん

2021/9/2

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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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

8月5日 毎日新聞（夕刊） 声は密に甲斐Phone　投手と電話で意思疎通 卒業生：栗林良吏さん

8月5日 エキサイトニュース 【侍ジャパン】栗林良吏が締めた！２勝２セーブ、全戦で貢献「あと１勝」 卒業生：栗林良吏さん

8月5日
Housing Tribune 
Online(創樹社)

加速する住宅省エネ化　動き出す断熱材市場

8月5日 All About NEWS
東海の高校生が「志願したい大学（理系）」ランキング！　３位「名古屋工
業大学」、２位「名古屋大学」、１位は２年連続の？

8月5日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

池上彰が解説「なぜ中国はウイグル弾圧？」の核心　そもそも同じ国で
も文化や言葉が全然違う

池上彰教授

8月6日 東京新聞
【ＴＯＫＹＯ２０２０→２１】野球　稲葉Ｊ　米と決勝　動じない栗林　大車輪
の活躍

卒業生：栗林良吏さん

8月6日 中日新聞
メダルかみつき名古屋市に抗議4000件超　専門家らこう見る　品質への
影響傷付けば腐食

理工学部：宇佐美初彦教授

8月6日 Yahoo!ニュース “戦後最大級”の被爆遺構　池上彰氏が取材 池上彰教授

8月6日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

侍ジャパン、栗林は胴上げ投手へ意欲　「選手が集まってきてくれるの
はマウンド」

卒業生：栗林良吏さん

8月6日
マチパブ(レッドク
ルーズ)

熱海伊豆山地区土石流の原因調査体制（他者検証方式）と検証委員の
決定

理工学部：小高猛司教授

8月7日 中日新聞（静岡） 熱海土石流　調査報告書案検証　３教授に委員委嘱 理工学部：小高猛司教授

8月7日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】旨味を楽しむ濁り酒 農学部：加藤雅士教授

8月7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　８／７結果速報！ 蹴球部

8月7日 毎日新聞 熱海土石流報告書案、学会に検証依頼　県、３委員公表　／静岡 理工学部：小高猛司教授

8月7日 PRESIDENT Online
なぜテレビ番組に出てくる「理系の専門家」の説明はわかりにくいのか　
背景にキャスターの不要なプライド

池上彰教授

8月7日 Yahoo!ニュース
１４年センバツ初出場４強の豊川・今井陽一監督が退任　新監督に長谷
川裕記コーチ【高校野球】

卒業生：長谷川裕記さん

8月7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６節】まもなく開始！日本福祉ｖｓ名城 蹴球部

8月7日 エキサイトニュース 【速報中】日本福祉ｖｓ名城は、日本福祉が１点リードで前半を折り返す 蹴球部

8月7日 @DIME(小学館)
高校生１万人に聞いた「志願したい大学」「知っている大学」「大学のイ
メージ」ランキング

8月7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６節】日本福祉が名城を突き放しての
勝利

蹴球部

8月7日 Yahoo!ニュース
１年延期の巡り合わせで守護神に　栗林良吏、自信を持って投げ抜い
た

卒業生：栗林良吏さん

8月7日 グノシー
侍ジャパンが悲願の金メダル！　栗林＆森下ら原動力となった若手、稲
葉采配の評価は？

卒業生：栗林良吏さん

8月8日 朝日新聞 侍J東京に極まれり 卒業生：栗林良吏さん

8月8日 中日新聞 栗林黄金の守護神 卒業生：栗林良吏さん

8月8日 中日新聞 侍J球界一丸初の金　米を完封5戦全勝 卒業生：栗林良吏さん

8月8日 中日新聞 学ぶ　戦争体験を受け継ぐ　戦後世代が語る意義は 薬学部4年：岡田彩花さん

8月8日 中日スポーツ 若武者が躍動‼森下５イニング無失点 卒業生：栗林良吏さん

8月8日 中日スポーツ 村上金へ勢い先制弾　野球 卒業生：栗林良吏さん

8月8日 日本経済新聞 侍J使命果たした　正式競技で初の金 卒業生：栗林良吏さん

8月8日 毎日新聞 侍J悲願の金強烈な個一丸 卒業生：栗林良吏さん

8月8日 読売新聞
Tokyo2020+野球　正式競技で「金」　森下、千賀、伊藤、岩崎、栗林　米
封じ

卒業生：栗林良吏さん

8月8日 Yahoo!ニュース
金の守護神・栗林良吏に最高の支え「生きるための原動力」沙耶夫人に
恩返し

卒業生：栗林良吏さん

8月8日 msnニュース
侍ジャパン、胴上げ投手の栗林「最後を決められるのが九回を投げる
ピッチャーのやりがい」

卒業生：栗林良吏さん
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

8月8日 Yahoo!ニュース
侍ジャパン・栗林、鯉の守護神から日本の世界の守護神！　結婚１周年
を最高の形で

卒業生：栗林良吏さん

8月8日 BIGLOBE ニュース
侍胴上げ投手の栗林、拳を天に突き上げた！出られなかったはずの大
舞台「いろんなことに感謝」

卒業生：栗林良吏さん

8月8日
イザ！(産経デジタ
ル)

トヨタ自動車・藤原監督が語る　侍ジャパンの守護神、栗林の基礎を築
いた社会人の２年間

卒業生：栗林良吏さん

8月8日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「１年延期になっていなかったら出られなかった」全５試合で“最後のマウ
ンド”を守った栗林良吏の「圧倒的な支配力」＜侍ジャパン優勝＞

卒業生：栗林良吏さん

8月8日
47NEWS(全国新聞
ネット)

南木曽の観光振興・移住促進　愛知の学生が考えます 建築学科3年：大嶋唯花さん

8月9日 ★読売新聞 東栄町長選「過疎の町を守る」　出直し3選　村上氏決意 都市情報学部：昇秀樹教授

8月9日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】280 コロナ禍を超える視点を 池上彰教授

8月9日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

侍ジャパンの“投手ＭＶＰ”は栗林良吏　社会人野球で培った経験が大
舞台で発揮された【東京五輪】

卒業生：栗林良吏さん

8月10日 中日新聞 【高校総体】◇柔道（9日） 附属高校

8月11日 中日新聞 【高校総体】◇体操（9日） 附属高校

8月11日 中日新聞（中信） 学生の感性や発想　観光や移住対策に　南木曽町が連携事業

8月11日 毎日新聞 【東京2020+1】ロスで再復帰　苦難の道 卒業生：栗林良吏さん

8月12日 中日新聞 【高校総体】◇体操（10日） 附属高校

8月12日 中日新聞 東京五輪　２２人がメダル　県ゆかりの選手、金は１４人 卒業生：栗林良吏さん

8月12日 PRESIDENT Online
「『すべてを疑え』という言葉を疑えるか」池上彰が東工大生に放った”鋭
い問いかけ”　今の日本は”空気”を読みすぎ

池上彰教授

8月12日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】愛知産大三河はリーグ戦２連勝＜１１日の結果・トーナメント表＞ 附属高校

8月12日
SANSPO.COM(産経
デジタル)

名城大―愛産大で開幕　愛知大学野球秋季リーグ 硬式野球部

8月13日 中日新聞 【大学野球】愛知秋季リーグ来月4日に開幕 硬式野球部

8月13日 中日新聞 ◇重量挙げ（11日） 附属高校

8月13日 中日新聞 ◇県高校野球選手権大会名古屋地区1次予選（12日） 附属高校

8月13日 中日スポーツ 侍の守護神帰ってきた　栗林「腕振る」100％宣言 卒業生：栗林良吏さん

8月13日 中日スポーツ 愛知大学野球秋季リーグ日程決まる 硬式野球部

8月13日 msnニュース
池上彰×佐藤優　「ホロコースト揶揄問題」日本人の甘すぎる認識の衝
撃

池上彰教授

8月13日 @niftyニュース
地元愛知出身で竜党を公言…中日はなぜ五輪の英雄・栗林良吏をドラ
フト１位で指名しなかったのか〈ＳＬＵＧＧＥＲ〉

卒業生：栗林良吏さん

8月14日 中日新聞 【高校総体】◇重量挙げ（12日） 附属高校

8月14日 中日スポーツ 五輪「金」凱旋セレモニー　京セラDなど 卒業生：栗林良吏さん

8月14日 毎日新聞
侍ジャパン金に貢献　栗林投手の活躍掲示　出身の愛西　市役所に新
聞記事など

卒業生：栗林良吏さん

8月14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１節】まもなく開始！名城ｖｓ中部 ラクロス部

8月14日
モダンリビング(ハー
スト婦人画報社)

野中あつみ＋三谷裕樹／ナノメートルアーキテクチャー 三谷裕樹非常勤講師

8月14日
モダンリビング(ハー
スト婦人画報社)

桐山啓一／ＡＩＲＨＯＵＳＥ 卒業生：桐山啓一さん

8月14日 Yahoo!ニュース ２０２１年度全日本学生テニス選手権大会の予選３日目が終了 建築学科4年：木下夏芽さん

8月15日 中日新聞 【高校総体】◇重量挙げ（13日） 附属高校

8月15日 Yahoo!ニュース
中川舜祐（法政大４年）、山田悠理（立教大３年）らが予選を突破　［イン
カレテニス］

建築学科4年：木下夏芽さん

8月16日 Yahoo!ニュース
大学生プレーヤーが日本一を目指して競い合う“インカレ”の本戦が８月
１６日からスタート　［テニス］

建築学科4年：木下夏芽さん
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

8月16日 教育家庭新聞
日本ピア・サポート学会「第２０回総会・第１９回研究大会（浜松大会）」
～９／１９　オンライン開催

学務センター：澤田涼さん

8月16日 PRESIDENT Online
池上彰「コロナ禍をどう生きるべきかは、すべて歴史書を読めばわかる」　
我々は「未来の教科書」を作っている

池上彰教授

8月17日 中日新聞 ◇県高校野球選手権大会名古屋地区1次予選【16日】 附属高校

8月17日 中部経済新聞 【名城大学リサーチフェア2021】※1※
法学部：庄村勇人教授、理工学部：
柳田康幸教授、鈴木秀和教授、大
脇健史教授

8月17日
日本経済新聞（夕
刊）

侍の守護神　栗林　引きずらない強心臓 卒業生：栗林良吏さん

8月17日 毎日新聞 「自主性」と「献身性」侍の姿　五輪金　稲葉監督インタビュー 卒業生：栗林良吏さん

8月17日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】東邦、至学館、春日丘などが一次予選１位通過！＜１６日の結
果・トーナメント表＞

附属高校

8月17日 This kiji is(ノアドット)
サイ・ヤング賞右腕バウアーの休職措置が示す　米国社会のＤＶへの
厳しい対応（鈴村裕輔）

外国語学部：鈴村裕輔准教授

8月17日
週刊エコノミスト
Online(毎日新聞出
版)

就活ならサンデー第２弾　２０２１年学部系統別　実就職率ランキング
〈サンデー毎日〉

8月18日 All About NEWS
東海エリアの男子高校生が「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年連続の？

8月19日 中日新聞 パラ・カナダ選手と交流会　愛知大生ら　質疑応答やダンス披露

8月19日 読売新聞 車いすバスケ　カナダ代表交流　愛知大キャンパスで

8月19日 日経ビジネス 旭化成・吉野彰氏に聞く　脱炭素時代の到来、若手に絶好のチャンス 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月19日 PRESIDENT Online
新型コロナを”戦争”に例えた国ほど、封じ込めで悪戦苦闘している納得
の理由　「マッチョな政治家ほど言いたがる」

池上彰教授

8月19日
マチパブ(レッドク
ルーズ)

新婚世帯向け「共家事」セミナーが始まります（建築住宅課トピックス） 農学部：丸山宏教授

8月19日 dニュース(NTTドコモ)
「鳥人間コンテスト」初観戦で「もっと頑張らな」高橋ひかる２０歳へテイク
オフ

愛知総合工科

8月19日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

コロナで露わ「対応が後手後手」な日本の根本弱点　池上彰が語る日本
にはびこる悪しき体質とは？

池上彰教授

8月19日 時事ドットコム 稲葉ジャパン、記憶に残るシーン〔五輪・野球〕 卒業生：栗林良吏さん

8月20日 中日新聞 広島3-1中日 卒業生：栗林良吏さん

8月20日 中日新聞（夕刊） 【名古屋・栄　中日文化センター】ワクワク　探しませんか 理工学部：米沢貴紀助教

8月20日 中部経済新聞 【名城大学リサーチフェア2021】※2※
農学部：加藤雅士教授、志水元亨
助教授、長澤麻央助教、津呂正人
教授、鈴木康生教授

8月20日 All About NEWS
東海エリアの女子高校生が「志願したい大学」ランキング！　３位「南山
大学」、２位「名城大学」、１位は？

8月20日 Yahoo!ニュース
本戦５日目が終了、男子シングルス８強と女子シングルス１６強が出揃
う　［インカレテニス］

建築学科4年：木下夏芽さん

8月21日 中日新聞 栗林20セーブ　広島5-4ヤクルト 卒業生：栗林良吏さん

8月21日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】お猪口ルーツは料理の器 農学部：加藤雅士教授

8月21日
ジュニアサッカー
NEWS(グリーンカー
ド)

２０２１年度　第１００回全国高校サッカー選手権　愛知県　名古屋予選　
組み合わせ掲載！８／２８，２９，９／４開催！

愛知総合工科

8月21日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

「常勝軍団ではない」　名城大・安江監督は秋季リーグへ気を引き締め
る　必要なのは投手陣の底上げ【愛知大学野球】

硬式野球部、安江均監督、法学部2
年：松本凌人さん

8月21日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】中京大中京が敗者戦２位決定戦で勝利＜２１日の結果・トーナメ
ント表＞

愛知総合工科

8月22日 Nagano Nippo Web 五輪効果でアーチェリー注目　宮原さんが教室 卒業生：宮原雅さん

8月23日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】281 寛容性ある社会の実現を 池上彰教授

8月23日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】愛工大名電の初戦は？名古屋地区２次予選の組み合わせ決ま
る＜トーナメント表＞

附属高校

8月23日 日本経済新聞 吉野彰氏　脱炭素時代の到来、若手に絶好のチャンス 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8月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

8月23日
SPORTS BULL(運動
通信社)

全日本学生テニス選手権大会第９日　第１５コート　男子シングルス４回
戦、女子シングルス３回戦、男女ダブルス１回戦【見逃し配信】

理工学部：木下夏芽さん

8月24日 中日新聞 ◇県高校野球選手権大会名古屋地区2次予選(23日） 附属高校

8月24日 中部経済新聞 【名城大学リサーチフェア2021】※3※
農学部：香村恵介准教授、近藤歩
准教授、大浦健教授、薬学部：平松
正行教授、衣斐大祐准教授

8月24日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】愛工大名電の初戦は春日丘に＜２３日の結果・トーナメント表＞ 附属高校

8月24日
Fresh eyeニュース(ス
カラコミュニケーショ
ンズ)

ＮＦＴ技術を活用したプラットフォーム「Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」をデジタル
ハリウッド（専門スクール）の受講生を対象に提供開始｜９／２５にオン
ラインイベント開催

卒業生：濵島 広平さん

8月24日 エキサイトニュース
ＸＲ技術のＰｏｃｋｅｔＲＤが、ＮＦＴで作品の権利を守る「Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉ
ｏｎ」をデジタルハリウッド受講生へ提供します

卒業生：濵島 広平さん

8月24日 共同通信社
株式会社Ｐｏｃｋｅｔ　ＲＤ　ＸＲ技術のＰｏｃｋｅｔＲＤが、ＮＦＴで作品の権利を
守る「Ｐｏｃｋｅｔ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」をデジタルハリウッド受講生へ提供します

卒業生：濵島 広平さん

8月25日 ★読売新聞（大阪） 車部品会社　変わる勢力図 経営学部：田中武憲教授

8月25日 中日新聞 みんなのスポーツ　◇県高校バスケット夏季名古屋南支部選手権（3日） 附属高校

8月25日 中日新聞 高校総体　◇レスリング（23日） 附属高校

8月25日
Infoseek ニュース(楽
天)

「出演者同士の距離が近すぎる」と心配に…池上彰氏の感じた“コロナ
慣れ”

池上彰教授

8月25日
JPubb(レッドクルー
ズ)

【中止】「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

8月26日 中日新聞（伊賀） コミュバス利用者数過去最低　名張市、20年度 理工学部：松本幸正教授

8月26日 毎日新聞
全国高校ラグビー県大会　花園目指し熱戦組み合わせ決定　46チーム
出場

愛知総合工科
附属高校

8月26日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

国民文化祭　キッズプレスプロジェクト　池上彰氏特別講演　「ぼくが記
者になったわけ～若者たちへ～」

池上彰教授

8月26日
PR Today(共同ピー
アール)

オンライン授業となった学生たちへの贈り物　　本に託した近畿大学の
思いとは

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月26日 Kindai Picks 西日本の私立大学では首位！上海交通大学ランキング２０２１

8月26日 原子力産業新聞
都市大が深宇宙探査に向け原子力技術の可能性を考えるシンポ開催、
学生からもアイデアが

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月27日 朝日新聞 美術鑑賞　対話で深まる 卒業生：佐藤嘉高さん

8月27日 中日新聞 【sports愛知】◇県高校ハンドボール選手権（8日） 附属高校

8月27日 中部経済新聞 【名城大学リサーチフェア2021】※4※
薬学部：大津史子教授、酒井隆全
助教

8月27日 BLOGOS(LINE)
「投票率を１００％に近づけたい！」国民が選挙に行きたくなるための３
つの提案

池上彰教授

8月27日 財経新聞
対話から子どもの本音が引き出せる本『答えのない道徳の問題　どう解
く？』公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウントを開設！

池上彰教授

8月27日 財経新聞
大学自動車部対抗のグランツーリスモ大会「ＧＴ　Ｙｏｕｎｇ　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　
２０２１」

自動車部

8月27日
とれまがニュース(サ
イトスコープ)

＜ＭＤＶ・データック無料Ｗｅｂセミナー　９／２８開催のお知らせ＞　オン
コロジー・心血管領域において、実際の解析事例を基に学ぶデータベー
ス研究のｓｔｕｄｙ　ｄｅｓｉｇｎ

卒業生：佐藤大輔さん

8月27日
Fresh eyeニュース(ス
カラコミュニケーショ
ンズ)

第２０回（２０２１年度）小林秀雄賞・新潮ドキュメント賞、受賞作品が決定
しました

池上彰教授

8月27日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学が「リサーチフェア２０２１　～ポストコロナ時代の健康社会の
創出～」を９月１日～１０月１５日までウェブ開催　－－　９月７・８・９日に
はオンラインシンポジウムも実施

8月27日 熊本日日新聞 来夏ＮＩＥ宮崎大会へ総会 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月28日 中日新聞 大阪公立大の新設　大学設置審が答申 情報工学部

8月28日 中日スポーツ 球団タイあと4　栗林頼もし21S 卒業生：栗林良吏さん

8月28日 日本経済新聞 外国人「共生」の実相 狭き門㊦　「対象は国民」進学阻む 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8月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

8月28日 msnニュース 池上彰氏も嘆く「日本の大学生は日韓の歴史を驚くほど知らない」 池上彰教授

8月28日

北陸・信越観光ナビ
(新潟日報社/北日本
新聞社/北國新聞社
/福井新聞社/信濃
毎日新聞社)

松代で「信州藩校サミット」　県内５校参加へ、池上さんまとめ役 池上彰教授

8月28日 Yahoo!ニュース
テレ東・相内優香、大学院生活に「選択肢を増やす投資は今しかできな
い」

吉野彰終身教授・特別栄誉教授、
池上彰教授

8月28日
music.jp(エムティーア
イ)

『鳥人間コンテスト』を徹底解剖する特番が放送！　２０２１年大会の見
所やレジェントの勇姿、貴重映像も公開

愛知総合工科高校

8月28日 レイバーネット日本
侵略者あるいは鬼の末裔として（１）―２０２１年８月１５日の新聞記事を
読む

池上彰教授

8月29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２節】まもなく開始！名城ｖｓ愛知 ラクロス部

8月30日 中日新聞 【sports愛知】名古屋◇名古屋地区高校水泳（6日) 附属高校

8月30日 日本経済新聞 【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】282 友人との対話　視野広げる 池上彰教授

8月30日 中日新聞 【sports愛知】◇中部学生スポーツ射撃伏射（23日) 理工学部3年：横井紀卓さん

8月30日 HYPEBEAST Ａｐｐｌｅ　Ｃａｒ　は今年中に発表される可能性大？ 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

8月30日
アメーバニュース(サ
イバーエージェント)

【大学受験２０２２】私立大入学定員変更一覧、順天堂１７９人増

8月30日 All About NEWS
東海の高校生が「キャンパスが綺麗だと思う大学」ランキング！　３位
「中京大学」、２位「名城大学」、１位は？

8月30日 BIGLOBE ニュース 【大学受験２０２２】神戸女子大、大阪成蹊大等が学部新設

8月30日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【連載】２０２１年度体操部部員紹介『前進』　第２回　齊藤司×濵野魁 附属高校

8月31日 中日新聞 官民挙げスポーツ振興　来月７日　市が「コミッション」設立

8月31日 中部経済新聞 【名城大学リサーチフェア2021】※5※
薬学部：山田修平教授、都市情報
学部：鎌田繁則教授、杉浦真一郎
教授、水野隆文教授

8月31日 msnニュース 新商品「フィールド・オブ・ドリームス・ゲーム」にみる大リーグの商魂 外国語学部：鈴村裕輔准教授

8月31日 dニュース(NTTドコモ)
パイレーツ筒香はこれからが正念場　１３試合５発から尻すぼみなら招
待選手に逆戻り

外国語学部：鈴村裕輔准教授

8月31日 財経新聞 「全国高校生プレゼン甲子園」４０９チームの頂点　最優秀賞が決定！ 附属高校
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