
メディアで見る名城大学（2021年9月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

9月1日 中部経済新聞 きょうからリサーチフェア

9月1日
ストレートプレス(PR 
TIMES)

一般社団法人プレゼンテーション協会　「全国高校生プレゼン甲子園」４
０９チームの頂点　最優秀賞が決定！

附属高校

9月1日 スポニチ
「おかえりモネ」佃典彦「君の名は」以来３０年ぶり朝ドラ「喜びを日々噛
み締め」“半沢直樹”で一躍全国区

卒業生：佃典彦さん

9月1日
大学プレスセンター
(大学通信)

名城大学が９月１１日に２０２２年４月誕生の情報工学部オンラインイベ
ント開催　－－　模擬講義や研究紹介、質問会などを実施予定

9月1日 スポニチ
杉村の金メダルに沸くボッチャ　解説の「ビッタビタ」連呼が大反響　「耳
に残って離れない」

卒業生：新井大基さん

9月2日 中日新聞（夕刊） ボッチャの人気急上昇　杉村選手金で沸く 卒業生：新井大基さん

9月2日 中部経済新聞
【オープンカレッジ】「外出自粛」と「Stay Home」志向性から見た日本人
の特徴

外国語学部：冨岡徹教授

9月2日
日本経済新聞（夕
刊）

「頭脳戦」ボッチャに沸く　「ビッタビタ」TV解説も 卒業生：新井大基さん

9月2日 中京テレビ 【鳥人間コンテスト2021】初出場　愛知総合工科高校 愛知総合工科

9月2日
AERA MOOK　就職
力で選ぶ大学　2022

2021年実就職ランキング

9月2日 Yahoo!ニュース
東大「国内一人勝ち」３６→３５位も、京大５４→６１位転落　中国・香港勢
は大躍進　世界大学ランキング

9月2日
livedoor ニュース
(LINE)

菅野「メジャー断念＆巨人残留」の切迫　原監督が容認から一変、ＮＯ
の意向に逆らえない

外国語学部：鈴村裕輔准教授

9月2日
JPubb(レッドクルー
ズ)

愛知県大学対抗ハッカソン“Ｈａｃｋ　Ａｉｃｈｉ　２０２１”の参加大学が決定し
ました

9月3日 朝日新聞 南海トラフへの備え　教えて池上さん 池上彰教授

9月3日 中日新聞 県　農業で新事業創出へ　「スタートアップ」と連携

9月3日 朝日新聞EduA 河合塾・近藤治氏「看護は志望者減、共通テスト利用が大幅増」

9月3日
SPORTS BULL(運動
通信社)

【フルマッチ】全日本学生テニス選手権大会第９日　第３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

理工学部4年：木下夏芽さん

9月3日 @niftyニュース 「ソウル中心の韓国」「地域中心の日本」＝韓国メディアのコラム

9月4日 朝日新聞 ■名城大学　名城大学　リサーチフェア

9月4日 中日新聞 秋の頂　俺がつかむ　愛知大学野球　きょう開幕 硬式野球部

9月4日 読売新聞（東京） 登園自粛要請　悩む保護者　コロナ感染拡大 経済学部：蓑輪明子准教授

9月4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　
代表決定戦　９／４結果速報！

附属高校

9月4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南山 ラクロス部

9月4日 中日新聞 野球ができること感謝し全力プレー　愛知大学秋季リーグ開幕
硬式野球部、法学部4年：飯田隆志
さん

9月5日 中日新聞 名城大が開幕戦白星　大学野球　愛知秋季L
硬式野球部、法学部2年：河田隆博
さん、安江均監督

9月5日 中日新聞 高校生　新ビジネス提案　市主催報告会　起業家から助言も 理工学部2年：横山せりかさん

9月5日 中日スポーツ 真田リーグ戦初勝利　開幕戦　春季覇者・名城大5-1白星発進
硬式野球部、人間学部3年：真田拓
さん、安江均監督

9月5日 読売新聞 【愛知大学野球】秋季リーグ開幕　名城は白星発進
硬式野球部、法学部2年：河田隆博
さん

9月5日
livedoor ニュース
(LINE)

コロナ休園増えているのに…親の休業支援制度なぜ「後退」 経済学部：蓑輪明子准教授

9月6日 中日新聞 大学野球　名城大2連勝　愛知秋季L
硬式野球部、法学部4年：飯田隆志
さん、法学部2年：岩井俊介さん

2021/10/11

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

9月6日 中日スポーツ
逆転2ラン9番飯田名城大2勝　愛知大学野球　初の2試合連発　首に打
球受け降板エース松本凌

硬式野球部、法学部4年：飯田隆志
さん、法学部2年：松本凌人さん

9月6日 日本経済新聞 【チーム池上が行く！】津田塾大の社会連携活動 池上彰教授

9月6日 読売新聞 愛知大学野球　秋季リーグ戦（5日） 硬式野球部

9月6日 ITmedia ビジネス
いまさら聞けないリチウムイオン電池とは？　ＥＶの行く手に待ち受ける
試練（後編）：池田直渡「週刊モータージャーナル」（２／７　ページ）

吉野彰終身教授・特別栄誉教授

9月6日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

逸材眠るリーグに“とんでもない大砲”現る…プロ野球６球団スカウトの
前で超特大１３０ｍ弾　愛知大・安田悠馬

卒業生：栗林良吏さん

9月6日 エキサイトニュース
『知らないと恥をかく　世界の大問題１２　世界のリーダー、決断の行方』
著者：池上彰～話題の１冊☆著者インタビュー

池上彰教授

9月6日
マチパブ(レッドク
ルーズ)

「第１回逢初川土石流の発生原因調査検証委員会」の開催 理工学部：小高猛司教授

9月7日 AERA´21.9.13　No.39 AI・データサイエンスの未来 理工学部：佐川雄二教授

9月7日
JPubb(レッドクルー
ズ)

【変更】愛知県大学対抗ハッカソン“Ｈａｃｋ　Ａｉｃｈｉ　２０２１”の参加大学
が決定しました

9月7日 Yahoo!ニュース 熱海土石流　静岡県の原因究明本格化　遺族「徹底的に」 理工学部：小高猛司教授

9月7日
livedoor ニュース
(LINE)

司法試験の合格最少に　京大、東大、早慶…合格者数上位に常連

9月8日 中日新聞 県高校野球18日開幕組み合わせ決まる 附属高校

9月8日 中日新聞 ア大会で名古屋の力に　スポーツコミッション結団

9月8日 中日新聞 ◇アメリカンフットボール　東海学生リーグ（4日） アメリカンフットボール部

9月8日 中日新聞 中日文化センター新講座　【徹底解剖！建物で読み解く神社の魅力】 理工学部：米沢貴紀助教

9月8日 中日スポーツ 秋季高校野球愛知県大会組み合わせ決定 附属高校

9月8日 中部経済新聞
経済活性化へ結団式　市、名商、プロチームなど産官学が連携　名古
屋スポーツコミッション

9月8日 読売新聞 スポーツ振興組織設立　名古屋市、名商など　大会誘致で地域活性化

9月8日 NHK
【まるっと！】沖縄戦　日本兵の体験語り継ぐ高校生　平和な世の中つく
る力に

附属高校

9月8日 東日新聞 出場５０校の対戦相手決まる 附属高校

9月8日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】中京大中京、愛工大名電に「Ｖ３」かかる、秋季大会組み合わせ
＜トーナメント表＞

附属高校

9月8日
@T COM 
NEWS(TOKAIコミュニ
ケーションズ)

熱海土石流　県、２００９年にずさん埋め立て確認　市は翌月に指導 理工学部：小高猛司教授

9月8日 中日新聞
秋季リーグ１部開幕！春の王者　全国ベスト８の名城大が連勝で好ス
タート

硬式野球部

9月8日
INDUSTRY CO-
CREATION(ICCパー
トナーズ)

【速報】均一構造の高分子ゲルで効果的な再生医療の実現を目指す「Ｇ
ｅｌｌｙｃｌｅ（ジェリクル）」がリアルテック・カタパルト優勝！（ＩＣＣ　ＫＹＯＴＯ　
２０２１）

天野浩特別栄誉教授

9月9日 All About NEWS
東海の高校生が選ぶ「学びたい学部・学科がある大学」ランキング！　
「名城大学」「東京大学」を抑えた１位は？

9月9日
PR Today(共同ピー
アール)

【三菱ケミカル　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ】未来社会を支える素材「ＧａＮ（窒化ガリウ
ム）」

赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
天野浩特別栄誉教授

9月9日 エキサイトニュース ノーベル賞受賞者が語るＥＶの限りない可能性 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

9月10日 中日新聞（近郊）
サボテン×大豆ミート　ヘルシーバーガー「いいね」
春日井「モンシェル」学生と開発

農学部

9月10日 日本経済新聞 中部発スタートアップ点火　広がる育成の輪㊥　いでよ学内発起業家
理工学部：市川明彦准教授、社会
連携センター：山本剛毅さん

9月10日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

【準硬式野球】東海大札幌キャンパスが初優勝　北海道勢初 準硬式野球部

9月10日
JPubb(レッドクルー
ズ)

第８２回　応用物理学会秋季学術講演会で講演します
理工学部：上山智教授、竹内哲也
教授、岩谷素顕教授

9月11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

9月11日 中日新聞 大学展（広告）
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日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

9月11日 中日新聞
【大学野球】愛工大と東海学園大　第２週２試合を辞退　愛知秋季L、部
員に感染者

硬式野球部

9月11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

9月11日 日本経済新聞 中部の主要10大学の学生　2回接種、最高で7割完了

9月11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

9月11日 中日スポーツ 牧新人王狙う　栗林らに闘志 卒業生：栗林良吏さん

9月11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４節】まもなく開始！名古屋ｖｓ名
城

ラクロス部

9月11日 dニュース(NTTドコモ)
プロ注目左腕から打った！名城大が坂上翼紗内野手の走者一掃打で
逆転勝利【愛知大学野球】

硬式野球部

9月11日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

５球団スカウトの前で中京大１５０キロ左腕登板　速球やタイミング取り
づらさに評価【大学野球】

硬式野球部

9月12日 ★中日新聞（飛騨）
【ウオッチひだ】コロナ対策　予算の専決処分急増　緊急時有効でも不
満も

都市情報学部：昇秀樹教授

9月12日 中日スポーツ プロ注目・伊藤稜から決勝3点打坂上名城大開幕3連勝

硬式野球部、、都市情報学部4年：
坂上翼紗さん、法学部2年：松本凌
人さん、経営学部3年：野口泰司さ
ん

9月12日 中日新聞 【大学野球】名城大が勝利　愛知秋季L 硬式野球部

9月12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

9月12日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

１年越しの空へ　愛知総合工科高が鳥人間コンテストに初出場 愛知総合工科

9月14日 中日新聞 【大学野球】名城と中京ドロー　愛知秋季L 硬式野球部

9月14日 中日新聞
進化　進撃　視線は次へ　藤井　10代三冠　学問、柔道、踊り…同い年
19歳　刺激

農学部1年：竹内威臣さん

9月14日 中日新聞（尾張）
豊島叡王をファンら応援「見たことない展開」「最後の粘り印象的」　地元
の一宮で大盤解説会

卒業生：脇田菜々子さん、理工学部
3年：平松且行さん

9月14日 日本経済新聞 データサイエンス教育　中部の大学で広がり　卒業生の就職口が課題

9月14日 NHK 【まるっと！】若者のワクチン接種　接種率低い現状どうする？

9月14日 東海テレビ 【ニュースOne】「早く普通のキャンパスライフに」ワクチン接種もカギ握る

9月14日 月刊陸上競技
小林成美　学生長距離のエースとして世界へ大学3年目で世界選手権
標準突破

外国語学部3年：小林成美さん

9月15日 日経産業新聞
【リーダーの肖像】クオール社長柄沢忍氏　まちの「医療相談所」育て
る、オンライン指導・処方後ケアも

卒業生：柄沢忍さん

9月15日
47NEWS(全国新聞
ネット)

ソーラー自転車　輝く２部門制覇　ＷＧＣ出場の愛知総合工科高生 愛知総合工科

9月15日 エキサイトニュース
「女性進出は日本より進んでいた」アフガンの２０年間の民主政権が取り
組んでいたこと

卒業生：バシール・モハバットさん

9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

9月16日 中日スポーツ 栗林　貫禄24S 卒業生：栗林良吏さん

9月16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５節】まもなく開始！名城ｖｓ中京 ラクロス部

9月16日
ロボスタ(ロボットス
タート)

人と共進化するＡＩロボットとは？　内閣府「ムーンショット３」が目指すも
の

理工学部：福田敏男教授

9月16日 Yahoo!ニュース
【陸上】日本インカレ明日開幕！激戦必至の女子スプリント、兒玉、齋藤
ら五輪代表ズラリ【女子編】

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

9月17日 中日新聞 ◇準硬式野球　東海地区大学リーグ（16日） 準硬式野球部

9月17日 中日スポーツ 新人で25セーブ　球団記録に挑む　栗林 卒業生：栗林良吏さん

9月17日 中部経済新聞 取引先に大学の技術紹介　三菱UFJ銀行が説明会

9月17日 日本経済新聞 7大学の脱炭素研究紹介　三菱UFJ銀、企業向けに

9月17日 毎日新聞 脱炭素　研究を紹介　東海7大学　産学連携目指し
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メディアで見る名城大学（2021年9月）

日付 メディア 見出し・番組名など 掲載者

9月17日
livedoor ニュース
(LINE)

「本当に就職に強い大学ランキング」トップ１５０校

9月17日 BIGLOBE ニュース 巨人・八百板卓丸が楽天入りした２０１４年育成ドラフトの答え合わせ 卒業生：近藤弘基さん

9月18日 読売新聞 【日本酒探Ｑ】ワイングラスで新境地　異国料理と食卓飾る 農学部：加藤雅士教授

9月18日 エキサイトニュース
【全国高校ラグビー愛知県予選大会９／１８】まもなく開始！名城大付属
ｖｓ一宮

附属高校

9月18日 エキサイトニュース
【全国高校ラグビー愛知県予選大会９／１８】まもなく開始！長久手ｖｓ愛
知総合工

愛知総合工科

9月19日 中日新聞 栄中日文化センターだより 理工学部：米沢貴紀助教

9月19日 中日新聞 きょうのスポーツ◇野球 硬式野球部

9月19日 毎日新聞
【池上彰のこれ聞いていいですか？】夢は月旅行アテンダント　宇宙飛
行士　向井千秋さん

池上彰教授

9月19日 Yahoo!ニュース
ミスターゼロ誕生前夜　栗林良吏ブレイクの理由は春季キャンプにあっ
た

卒業生：栗林良吏さん

9月19日 Yahoo!ニュース 【愛知】中京大中京、享栄はともにコールド発進＜１９日の結果＞ 附属高校

9月20日 朝日新聞 中京大中京がコールド発進　県高校野球 附属高校

9月20日 中日新聞
大学野球　中部大継投で零封　愛知秋季L
きょうのスポーツ◇野球

硬式野球部

9月20日 中日新聞 決勝は来月9日岡崎市民球場で　県高校野球選手権 附属高校

9月20日 中日新聞(岐阜） ラグビー　東海学生リーグ（19日） ラグビー部

9月20日 中日スポーツ 愛知大学野球　愛院大＆中京大9回サヨナラ弾 硬式野球部

9月20日 中日スポーツ 中京大中京山田2イニング零封　秋季高校野球愛知県大会 附属高校

9月20日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】283 日々のニュースを教材に　後
期の学びに向けて

池上彰教授

9月20日 毎日新聞 名城大付が大勝　県大会愛知は競り勝つ　秋季高校野球 附属高校

9月20日 読売新聞 高校野球　秋季県大会（19日） 附属高校

9月20日 読売新聞 愛知大学野球　秋季リーグ戦 硬式野球部

9月20日
広島アスリートマガジ
ン(サンフィールド)

「クローザーへの意識はありませんでした」腹を括った監督の言葉が“守
護神・栗林”誕生の序曲となった【ＳＥＬＥＣＴ　ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ】

卒業生：栗林良吏さん

9月21日 中日新聞 大学野球　愛院大競り勝つ　愛知秋季L 硬式野球部

9月21日 中日スポーツ 愛知大学野球　中部大無傷4連勝 硬式野球部

9月21日 中日スポーツ ◇日本学生対校陸上選手権最終日 外国語学部3年：小林成美さん

9月21日 読売新聞 大学女子駅伝　中京大出場決める　名城大はシード選考会で準V 女子駅伝部

9月21日 中日新聞
楽しく学ぶ　カルチャー＋（プラス）ふりむけば他力（親鸞の他力思想）
（１）他力とは「つながりの力」

元講師：浅井勉

9月21日
広島アスリートマガジ
ン(サンフィールド)

開幕２戦目　３月２７日のプロ初登板を栗林良吏が振り返る　守護神の
緊張を和らげたのは…【ＳＥＬＥＣＴ　ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ】

卒業生：栗林良吏さん

9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

9月22日 読売新聞 愛知大学野球　秋季リーグ戦（20日） 硬式野球部

9月22日 中部経済新聞 名城大リサーチフェアシンポジウム好評でアーカイブ配信決定

9月22日 財経新聞 カナダの大学生を対象としたオンライン・プログラムを開催いたします 　

9月22日
Newsweekjapan(CCC
メディアハウス)

予想で楽しむノーベル賞、日本人受賞者を自分で考える３つのコツ 飯島澄男終身教授

9月23日 中日新聞 ◇準硬式野球　東海地区大学リーグ（22日） 準硬式野球部

9月23日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】愛工大名電ｖｓ中京大中京が実現　過去５年間の対戦成績は？
＜トーナメント表＞

附属高校
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9月23日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

東海大学札幌校が悲願Ｖ！「野球の楽しさと、真剣に戦う楽しさ」味わっ
た／準硬式

準硬式野球部
経営学部4年：斎藤大輝さん

9月23日 Acrofan Ｙｅｓ　Ｊａｐａｎがマツバラ・キミヒコ氏をゼネラルマネジャーに選任 卒業生：マツバラ・キミヒコさん

9月23日 Yahoo!ニュース 「女子御三家」桜蔭・女子学院・雙葉、驚くほど違う校風の名門校 吉野彰終身教授・特別栄誉教授

9月23日
高校野球ドットコム
(WoodStock)

【愛知】中京大中京が夏のリベンジ果たし愛工大名電下して８強＜２３日
の結果・トーナメント表＞

附属高校

9月24日 朝日新聞 愛工大名電8強ならず　県高校野球 附属高校

9月24日 中日新聞 ◇第74回県高校野球選手権大会（23日） 附属高校

9月24日 中日スポーツ 秋季高校野球愛知県大会 附属高校

9月24日 読売新聞 登龍亭一門に新しい風 卒業生：獅鉄さん（落語家）

9月24日 読売新聞（三河） 高校野球　秋季県大会＝愛知 附属高校

9月24日 市民タイムスWEB 元藩校の県内５校が交流　オンラインサミット　開智学校の魅力ＰＲも 池上彰教授

9月24日
SPORTS BULL(運動
通信社)

中京大中京が愛工大名電との接戦制す　愛知県高校野球 附属高校

9月24日
大学プレスセンター
(大学通信)

「名城大学　新型コロナウイルス対策研究プロジェクト」に本学薬学部の
２件を選定　～独自の変異株識別法の発展と粉末製剤の治療薬開発～

薬学部：神野透人教授、奥田知将
准教授

9月24日
livedoor ニュース
(LINE)

リーグ首位の１５敬遠　大谷翔平の「本塁打王」望まぬ米国人と中南米
勢の本音

外国語学部：鈴村裕輔准教授

9月25日 中日新聞（東濃） 警察官あこがれ　新人女性　初着任　恵那署に中津川出身・鈴木さん 卒業生：鈴木まよさん

9月25日
広島アスリートマガジ
ン

広島の守護神　栗林良吏の真実 卒業生：栗林良吏さん

9月25日 4years.(朝日新聞社)
拓殖大ルーキー・不破聖衣来、けが明けの日本インカレで初Ｖ　駅伝で
狙うは区間賞

外国語学部3年：小林成美さん、人
間学部3年：山本有真さん

9月25日 Yahoo!ニュース 【愛知】東邦がコールド、名城大附・内山が完投で８強＜２５日の結果＞ 附属高校

9月25日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

名城大付エース内山貴斗がシード校相手に１０安打浴びながら粘りの１
失点ピッチング【秋季高校野球】

附属高校

9月25日 Yahoo!ニュース
【大学駅伝】立命大が後半に底力発揮して５年ぶり１２回目のＶ、京産大
の全日本連続出場が２７でストップ／関西学生対校女子駅伝

女子駅伝部

9月26日 朝日新聞 東邦や至学館8強出そろう　県高校野球 附属高校

9月26日 中日新聞 広島競り勝つ　栗林が25セーブ目球団新人最多タイ 卒業生：栗林良吏さん

9月26日 中日新聞 ◇第74回県高校野球選手権大会（25日） 附属高校

9月26日 中日スポーツ 内山1失点完投　名城大付 附属高校

9月26日 中日スポーツ 球団新人記録タイ　栗林25S 卒業生：栗林良吏さん

9月26日 東京新聞 栗林25セーブ目 卒業生：栗林良吏さん

9月26日 読売新聞 栗林25セーブ 卒業生：栗林良吏さん

9月26日 読売新聞（三河） 高校野球　秋季県大会＝愛知 附属高校

9月26日 毎日新聞 県大会　東邦、８強入り　至学館もコールド勝ち　／愛知 附属高校

9月26日 毎日新聞 科学　ノーベル賞、１０月に発表　受賞者に共通、好奇心と粘り
赤﨑勇終身教授・特別栄誉教授、
吉野彰終身教授・特別栄誉教授

9月26日
SPORTS BULL(運動
通信社)

東邦、至学館など勝ち上がる　県高校野球、８強そろう 附属高校

9月26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南山 ラクロス部

9月26日 Yahoo!ニュース
【陸上】萩谷楓が日本人５人目の１４分台突入！５０００ｍ日本歴代４位
の１４分５９秒３６「ひと皮むけた」／全日本実業団

外国語学部3年：小林成美さん

9月27日 中日新聞 栗林26セーブ 卒業生：栗林良吏さん

9月27日 中日スポーツ 球団新人最多　栗林26S 卒業生：栗林良吏さん

5 / 6 



メディアで見る名城大学（2021年9月）
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9月27日 日本経済新聞
【池上彰の大岡山通信　若者たちへ】284 読書会に学ぶ　名著が問う
「服従」の意味

池上彰教授

9月27日 毎日新聞
【大学受験NOW】志望校選びにコロナ影響　大学側も地方試験や検定
料など配慮も

9月27日 毎日新聞 【大学受験NOW】個性発揮し魅力づくり

9月27日 Yahoo!ニュース
拓殖大ルーキー・不破聖衣来、けが明けの日本インカレで初Ｖ　東京五
輪で田中希実に「すごく刺激を受けました」

外国語学部3年：小林成美さん

9月27日
goo ニュース(NTTレ
ゾナント)

球界ここだけの話　広島・栗林が古巣トヨタ自動車のメンバーにエール
「都市対抗、頑張ってほしい」

卒業生：栗林良吏さん

9月27日 Gamer(イクセル)
「日本ゲーム大賞２０２１」各賞は東京ゲームショウ２０２１にてオンライン
発表！配信スケジュールが公開

愛知総合工科

9月28日 朝日新聞 ノーベル賞　今年は誰に 飯島澄男終身教授

9月28日 中日新聞（東三河）
【2021ドラフトを前に（上）】愛知大　安田悠馬捕手　豪快スイングを見せ
たい

卒業生：栗林良吏さん

9月28日 中日スポーツ 大学1年秋に栗林から右翼弾 卒業生：栗林良吏さん

9月28日 中日スポーツ 愛知大学リーグ出身で中日に入団した主な選手
卒業生：蔵本英智さん、鎌田圭司さ
ん、清水昭信さん、近藤弘基さん
山内壮馬コーチ、森越祐人コーチ

9月28日 財経新聞
【自治研究】大正１４年創刊の伝統ある総合月刊誌！１０月号では、「財
産分与と不動産取得税」等についての論文が掲載されています！！

都市情報学部：昇秀樹教授

9月28日 Yahoo!ニュース
今季唯一の失敗を救った山内コーチのメッセージ　記事を通した恩師と
のやりとりが栗林良吏を奮い立たせた

卒業生：栗林良吏さん

9月28日 みんなの株式
２０２１年「ノーベル賞」発表目前、２年ぶり受賞なるか　有望株総点検　
＜株探トップ特集＞

飯島澄男終身教授

9月29日 中日新聞 10戦連続セーブ　栗林が新人記録　15年山崎を更新 卒業生：栗林良吏さん

9月30日 読売新聞 通所施設　学生デザイン　名城大　家具を設計・製作 理工学部：谷田真准教授

9月30日 NHK 【まるっと！】春日井といえばサボテン 小原章裕学長

9月30日 ★the japan times In the LDP's leadership race, Abe is looking like the ultimate victor 外国語学部：鈴村裕輔准教授

9月30日 ★毎日新聞 大リーグの専門家に聞いた二刀流・大谷の「値段」はおいくら？ 外国語学部：鈴村裕輔准教授

9月30日
JPubb(レッドクルー
ズ)

愛知県大学対抗ハッカソン“Ｈａｃｋ　Ａｉｃｈｉ　２０２１”の表彰式を実施しま
す

9月30日
沖縄タイムス＋プラ
ス

経団連が夏季フォーラム　ノーベル賞吉野氏ら講演 吉野彰終身教授・特別栄誉教授
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