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5月1日 月刊福祉【雑誌】
特集『地方分権と福祉』
・特集の視点
・座談会「地方分権時代に福祉関係者に求められる取り組み」

原田正樹　社会福祉学部教授

5月1日 月刊福祉【雑誌】
特集『地方分権と福祉』
論文Ⅰ　地方分権と福祉行政－自治型地域社会の実現をめざして

田中優　社会福祉学部教授

5月1日 Standard愛知【雑誌】 【Standard_Vol.42　東海３県特別拡大号】 愛知・岐阜・三重 高校サッカー2021 付属高校サッカー部

5月2日 中日新聞 （試合結果）大学野球　愛知春季Ｌ（1日・愛知東邦大ほか） 硬式野球部

5月3日 中日新聞 （試合結果）ソフトボール　東海地区大学リーグ（1日・刈谷市亀城公園運動場ほか） 男子ソフトボール部・女子ソフトボール部

5月3日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑥　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月4日 中日新聞 （試合結果）ソフトボール　東海地区大学リーグ（2日3日・刈谷市亀城公園運動場ほか） 男子ソフトボール部・女子ソフトボール部

5月4日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑦　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月4日 産経新聞 中高時代　母を支えたヤングケアラー　介護　説明できぬ苦しみ　「学校ができることに限界」 鈴木庸裕　教育･心理学部教授

5月4日 朝日新聞デジタル【Web】 コロナ困窮者に延々貸し付け…「これが福祉?」職員苦悩 角崎洋平　社会福祉学部准教授

5月5日 岐阜新聞 いじめと向き合う＜番外編＞こどもの日に考える　教育現場の課題や防止策、識者に聞く 川村潤子　非常勤講師

5月5日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑧　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月7日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑨　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月8日 中日新聞 半田東高生　日福大で学ぶ　教育コースの1,2年
山本敏郎　教育・心理学部教授、
大宮ともこ　スポーツ科学部准教授

5月8日 中日新聞 （大会結果）ソフトボール　東海地区大学リーグ最終日（4日・刈谷市亀城公園運動場ほか） 男子ソフトボール部、女子ソフトボール部

5月8日 中日新聞 （大会結果）バスケットボール　東海学生大会最終日（5日・小牧市スポーツ公園総合体育館） 女子バスケットボール部

5月8日 中日新聞 （大会結果）美浜町民春季卓球（４月１８日・町総合公園体育館） 卓球部

5月9日 中日新聞 （試合結果）大学野球　愛知春季L（8日・愛知東邦大ほか） 硬式野球部

5月9日 中日新聞 [書籍紹介]斉藤政喜著「シェルパ斉藤の親子旅20年物語」 斉藤政喜　社会福祉学部1987年卒

5月9日 NHK総合
【時論公論 クエスチョンタイム】
コロナ禍で縮むニッポン　私たちはどう生きる？

加藤正幸　社会福祉学部4年

5月10日 朝日新聞 貸し付けで支えられるのか、自問　コロナ困窮者の支援策、職員葛藤　生活再建つなげず 角崎洋平　社会福祉学部准教授

5月10日 中日新聞 （試合結果）大学野球　愛知春季Ｌ(9日・愛知東邦大学ほか) 硬式野球部

5月10日 中日新聞 （試合結果）県高校総体女子サッカー（２日まで・清林館高校ほか） 付属高校サッカー部女子

5月10日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑩　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月11日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑪　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月11日 NHK Eテレ
【ハートネットTV】
医療的ケア児のいま 「第1夜 親子の居場所」

戸枝 陽基　客員教授

5月12日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑫　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月12日 中日新聞 （大会結果）卓球　東海学生リーグ最終日(９日・一宮総合体育館) 卓球部

5月12日 中日新聞 （大会結果）陸上　東海学生対校選手権（８、９日・岐阜長良川競技場）＝１位記録 陸上競技部　加藤皓大 スボーツ科学部4年 

5月12日 教育学術新聞 教育改革の焦点と職員参画 篠田道夫　元理事

5月13日 中日新聞/東京新聞 フードバンク　善意広がる　名古屋のNPOが大学と提携　コロナ禍で収入減の学生に届ける
滝澤ジェロム　社会福祉学部4年
永田太一　スポーツ科学部3年

5月13日 中日新聞 私立大・短大受験生へ　22,23日「大学展」開催　名古屋事前予約必要 中野恭志　入学広報部長

5月13日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑬　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月14日 朝日新聞 語る-人生の贈りもの- ⑭　児童文学作家　角野栄子 角野栄子　客員教授

5月16日 中日新聞 東京パラ開幕まで100日　感染防止のハードル高く 三井利仁　スポーツ科学部教授

5月16日 毎日新聞（東京） 孤独・孤立：社会的孤立、１８歳以上１２％　独居高齢男性に多く　厚労省推計 斎藤雅茂　社会福祉学部准教授

5月16日 中日新聞 河合雅雄さん死去　97歳　モンキーセンター元所長 河合雅雄　生涯学習センター名誉センター長

5月16日 中日新聞 「人間とは」戦争に思う　河合雅雄さん霊長類研究　世界リード 河合雅雄　生涯学習センター名誉センター長

5月16日 中日新聞 中日春秋（河合雅雄さん） 河合雅雄　生涯学習センター名誉センター長

5月16日 朝日新聞 河合雅雄さん死去　霊長類学者　サルに「文化」 河合雅雄　生涯学習センター名誉センター長

5月16日 毎日新聞 河合雅雄さん死去　サルのイモ洗い発見 河合雅雄　生涯学習センター名誉センター長

5月16日 読売新聞 河合雅雄さん死去　97歳霊長類学の世界的権威 河合雅雄　生涯学習センター名誉センター長

学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2021年5月分）

◆本学に関係するニュースがございましたら、学園広報室（g-k@ml.n-fukushi.ac.jp）までご連絡ください。
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5月16日 日本経済新聞 河合雅雄さん死去　サルの文化的行動解明 河合雅雄　生涯学習センター名誉センター長

5月16日 中部経済新聞 河合雅雄氏（訃報） 河合雅雄　生涯学習センター名誉センター長

5月17日 中日新聞 （試合結果）県高校総体サッカー（9日・大同大大同高校ほか） 付属高校サッカー部男子

5月17日 中日新聞 （予選結果）県高校総体陸上競技知多支部予選（３日まで・物産フードサイエンス１９６９知多スタジアム） 付属高校陸上競技部

5月19日 中日新聞 [みんなの本]「戦時下の一宮　くらしと空爆」森靖雄さん著 森靖雄　元経済学部教授

5月19日 朝日新聞（京都） 元気届ける、筆さばき力強く　書家・金澤さんが実演　西本願寺 金澤翔子　客員准教授

5月20日 東海タイムズ 「潜在看護職」コロナワクチン集団接種に向け研修 東海キャンパス、看護学部教員

5月20日 東海タイムズ 鈴木市政20年を振り返って 東海キャンパス

5月21日 NHK Eテレ
【あしたも晴れ!人生レシピ】
「“共に”生きる 支えあってつながって」

川島ゆり子　社会福祉学部教授

5月22日 中日新聞 お仕事フェア(講師/中央福祉専門学校　高木直美先生) 中央福祉専門学校　高木直美　介護福祉科長

5月22日 中日新聞 　「罪に見合う罰を」　中部の関係者賛否　 「更生に支障」
藤原正範　ソーシャルインクルージョン研究センター
研究フェロー

5月22日 中日新聞 （試合結果）県高校総体サッカー（１５日・テラスポ鶴舞ほか） 付属高校サッカー部男子

5月23日 日本経済新聞 遺伝子ドーピング（下）腸内細菌で持久力向上――治療との線引きに危うさ。 竹村瑞穂　スポーツ科学部准教授

5月23日 中日新聞 武豊町　採用パンフ刷新　日福大生協力 在学生

5月23日 中日新聞 重ね塗り　宇宙のような深い色　中村区で　尾張旭の杉本さん個展 杉本充　元社会福祉学部教授

5月24日 読売新聞（大阪） ［大阪　ひと語り］障害持つ子の備え　共に 藤井奈緒　経済学部1996年卒

5月28日 中日新聞 日本パラ陸連三井利仁理事長　中止 パラ知る機会失う　「できる」協議のみの開催検討を 三井利仁　スポーツ科学部教授

5月29日 朝日新聞（広島） 「やれんのよ」老老介護疲れか　妻承諾殺人の罪、安佐北の７２歳起訴 湯原悦子　社会福祉学部教授

5月29日 日本経済新聞 [データで読む地域再生]東海４県空き家率―名古屋通勤圏、大きく改善、自治体、補助金など支援策 児玉善郎　学長

5月29日 週刊東洋経済【雑誌】 経済を見る眼　「こども庁」創設、問われる重要課題 藤森克彦　福祉経営学部教授

5月30日 中日新聞 保育所「落選狙い」今も　育休延長目的　つかめない待機児童実態 中村強士　社会福祉学部准教授

5月30日 北陸中日新聞 接種券　漏れる路上生活者　住所なく入手できず 山田壮志郎　学長補佐/社会福祉学部教授

5月30日 中日新聞 誠信、東浦、津島東、日福大付が準決勝へ（全尾張高校野球決勝大会） 付属高校硬式野球部

5月30日 CBCテレビ
【健康カプセル！ゲンキの時間】
知っておきたい汗の健康常識
すぐできる汗のニオイの対策法をご紹介

西村直記　スポーツ科学部准教授

5月31日 中日新聞 東海、日本福祉大付　決勝へ（全尾張高校野球決勝大会） 付属高校硬式野球部
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