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カンテレも全集中！「鬼滅の刃」全話を年内放送へ
日刊スポーツ

＜速報＞男女４人感染　新型コロナ、熊本県発表
熊本日日新聞

＜鬼滅の刃＞カンテレ、未定の22
話以降も「年内に視聴できるよう
調整中」　視聴率は初回から5週
連続で2桁
MANTANWEB

今年1位に輝いたのは？　「日本のベンチャー投資家
ランキング2021」
Forbes JAPAN

【速報】新型コロナ　伊東市など１１市町で新たに２
６人感染　静岡県内７２人に
テレビ静岡NEWS

＜鬼滅の刃＞伊之助の鍛え上げられた肉体を立体化　
背筋まで…　日輪刀も
MANTANWEB

20代が選ぶ「転職人気企業ランキング」が発表　3位
の楽天、2位のグーグルを抑えて、最も人気が高かっ
た企業は？
ねとらぼ

第37回織田作之助賞の最終候補作
決まる　12月9日に選考会
毎日新聞

大城、岡本、松原…巨人は負けが糧になる／山田久志
日刊スポーツ

生番組にNiziUだ！でも1曲目は録画だ...　日テレ特番
に微妙な反応
J-CASTニュース

関テレ社長　「鬼滅」人気に迅速対応で成功「継続拡
大に『全集中』していきたい」
デイリースポーツ

新幹線の新駅名は「嬉野温泉」「新大村」に 長崎へ
向かう九州新幹線西九州ルート
乗りものニュース

関テレ「鬼滅」は年内に全２６話
放送へ　夏まで「えみちゃんねる
」後継枠は「検討中」
デイリースポーツ

ダルビッシュがソフトバンクと巨人の差は『フィジカ
ル』と分析 「一定のレベルを超えると技術では抑え
きれなくなる」
中日スポーツ

第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会の組
み合わせ抽選会が27日に実施
高校サッカードットコム

【11/24～12/28】創業20周年感謝祭「丸亀ランチ
セット」　プレミアム付き食事券も利用可能
マネーの達人

巨人が吉川大幾内野手と来季の契約を結ばず
デイリースポーツ

Wリーグオールスターファン投票
、ともに6年連続6回目の選出とな
った町田瑠唯と本川紗奈生が東西
の最多得票に
バスケット・カウント

長崎県が２０２１年度の重点戦略素案を発表
長崎新聞

「街の住みここちランキング」神奈川版発表　鎌倉、
みなとみらいを抑えて「住みたい駅」1位となったの
は？
ねとらぼ

カンテレ社長　デヴィ夫人の発言を謝罪「改めて深く
おわび」
スポニチアネックス

宮下草薙の草薙、フワちゃんは「すごい…かなり苦手
」
ナリナリドットコム

英名門イートン校の教師、生徒へ
の性暴力で有罪判決
BBC News

メキシコ大統領、バイデン氏への祝意表明拒否　米大
統領選「正式結果待つ」
時事通信

河野太郎大臣　現実逃避「日本シリーズ、今日は地上
波でやらないんだ」
デイリースポーツ

東京４８１人　「ミヤネ屋」北村教授「１２月７日く
らいにどんと増える可能性」
デイリースポーツ

東京で新たに481人感染
共同通信

日本Sの裏でファーム2冠の2選手
が奮闘　厚すぎるソフトバンクの
選手層
ベースボールキング

「万死に値する」と検察側
共同通信

「IKEA新宿」2021年春オープン。新宿駅徒歩圏に、
3軒目の都心型店舗
Impress Watch

＜LiSA＞「ベストアーティスト2020」出演　黒衣装
は「鬼滅の刃」意識　「紅蓮華」「炎」披露
MANTANWEB

【速報】新型コロナ　宮崎市は新たに9人が感染した
と発表・宮崎県
MRT宮崎放送

＜アメトーーク！＞今夜は「つい
ついダラしなくなっちゃう芸人」
完全版　草薙、せいや、渡辺直美
らが“ダメ人間”エピソード披露
MANTANWEB

綾瀬、山P、吉高＆横浜流星…人気芸能人たちの「焼
肉宴会」写真
FRIDAY

【范迪克】このサッカー選手は誰？
超WORLDサッカー！

ラグビー全国大学選手権決勝は前大会に続き国立開催
日刊スポーツ

【都市対抗野球】ホンダ熊本が延長タイブレークで逆
転サヨナラ
スポーツ報知

ＮｉｚｉＵ、日本でラインミュー
ジックチャート１位…２曲連続再
生１億回達成に青信号
中央日報日本語版

「賞金獲得に自信あり」かまいたち、クイズ番組で3
00万円獲得目指す
お笑いナタリー

橋下氏「トランプ大統領は判決には従う人物。司法の
判断を待って矛を収めるのでは」
ABEMA TIMES

東海道本線で人身事故 一部運転見合わせ
レスキューナウニュース

新型コロナウイルス速報　札幌で7人死亡　137人感
染
STVニュース北海道

座間9人殺害、白石隆浩被告に死
刑を求刑 判決は12月15日の予定
毎日新聞

『鬼滅の刃』海外人気で中国では早くも便乗商法 「
炭治郎焼肉」がこの秋オープン
テレ東NEWS

坂上忍、安倍前首相の「桜を見る会」疑惑に「あのホ
テルで５０００円で済むなんて誰も思わない…俺はホ
テルの方がかわいそうになりま...
スポーツ報知

激戦区大阪の選手権予選を振り返る
高校サッカードットコム

トランプ氏の大統領令が波紋、政権交代前に公務員の
大量解雇も
ロイター

＜速報＞熊本市職員が感染　市役
所本庁舎の一部閉鎖　新型コロナ
熊本日日新聞

2020年、最弱パスワードワースト20はこちら
ギズモード・ジャパン

兵庫・市川中学校でクラスター発生　生徒ら２２人コ
ロナ感染、合唱コンクールと関連か
神戸新聞NEXT
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朱色のカーテン
11/26(木) 14:07
宇部日報

1091・都の重症60人 緊急宣言後最多
317・専門家 都の医療圧迫は目前

815・座間事件 万死に値すると検察
672・血液の在庫ひっ迫 コロナで
76・米Salesforce Slack買収検討

194・犬のがん治療薬 山口大が開発
1171・「巨人封じ」SB甲斐が語る

365・田中裕二 完治後も感じる恐怖

もっと見る トピックス一覧

医師転職「もっと収入増やしたい…」
医師転職ドットコム／メディウェル

ANA／Go To Travel
ANA

ジオラマ 四季
送料無料 ￥44,444
PayPayフリマ

『鬼滅の刃』アニメ全26話配信中
U-NEXT

【Ｚ会】東大・京大情報誌を無料プレゼント
Ｚ会

神奈川県の土地相場が60秒でわか
る
かんたん不動産比較

宮古島カートで南国を爆走する？
宮古島カート

小林製薬：シイタケ菌糸体の研究｜アガリクスなど比
較・研究から辿り着いた免疫力の調整／QOL（体力
）の研究紹介
www.ganmen-kobayashi.jp

日産 リーフ1dayオーナー体験実
施中
NISSAN

トヨタアルファードを高額買取り
ズバット車買取比較

富士サファリパーク／公式
富士サファリパーク

メール ポイント確認 PayPay残高確認

2020年11月26日(木) 福島市

15℃ 10℃

運行情報 事故・遅延情報はありません（15:54）
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ANA／Go To Travel｜旅行代金が最
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