学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2021年6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。
掲載日

メディア

見出し・タイトル・番組名など

関係者（敬称略）

6月1日 中日新聞

稲葉真弓賞最優秀 横井さんの論文に 「個性の共存」

横井美愛 社会福祉学部1年

6月1日 朝日新聞

県内ホームレス、１月時点で１５７人 調査開始以来最少 ／愛知県

山田壮志郎 学長補佐/社会福祉学部教授

6月1日 読売新聞[夕刊]

終活 役所がお手伝い 独居高齢者向け 葬儀会社や弁護士紹介

斉藤雅茂 社会福祉学部准教授

6月1日 NHK総合【ニュースウォッチ9】

住民票がない路上生活者のワクチン接種 どう進める？
専門家「当たり前の環境がない人たちに積極的周知を」

山田壮志郎 学長補佐/社会福祉学部教授

6月1日 CAC【ケーブルテレビ】

【かわら”番”】
日本福祉大学オープンキャンパス（半田キャンパス） 5月30日（日）開催

半田キャンパス

6月1日 ウェルおおさか

市民館設立100周年～大阪のセツルメントの歴史をたどる～
地域福祉とソーシャルワークの源流を確かめる

永岡正巳 名誉教授

6月2日 東京新聞[夕刊]

[健康まっぷ]高齢者の孤立に死亡リスク 健康への影響 日本では深刻

斉藤雅茂 社会福祉学部准教授

6月2日 東京新聞

五輪リスク 障害者スポーツを知る機会に 日本パラ陸連・三井利仁理事長

三井利仁 スポーツ科学部教授

6月2日 中日新聞[夕刊]

小さい者へ 優しいまなざし 河合雅雄さんを悼む

河合雅雄 生涯学習センター名誉センター長

6月2日 朝日新聞デジタル【Web】

高齢者の医療費2割負担、「若い世代のため」は本当か

二木立 名誉教授

6月4日 中日新聞

「育休退園」嫌がる娘 在園認める動き相次ぐ

中村強士 社会福祉学部准教授

6月4日 朝日新聞

医療費急増、課題なお 現役世代の負担軽減、月３０円

二木立 名誉教授

6月4日 CCNC【ケーブルテレビ】

【ニュースCCNC】
どろんこバレーボール大会のお知らせ

6月4日 NHK WEBリポート【Web】

コロナ減収「特例貸付」 急増する“助けて”の声

角崎洋平 社会福祉学部准教授

6月5日 東京新聞

３７０万人対象 ２２年度後半引き上げ ７５歳医療費２割負担 成立

二木立 名誉教授

6月6日 中日新聞（三重）

障害ある娘殺害 あす地裁初公判 病の７２歳母 責任能力が争点

湯原悦子 社会福祉学部教授

6月6日 中日新聞

日福大付 ２度目V 全尾張高校野球 東浦に3-1

付属高校硬式野球部

6月6日 中日新聞

審判技術向上へ 知多地区講習会

付属高校硬式野球部

6月7日 朝日新聞

[記者解説)]コロナ病床、逼迫なぜ 重症者向けが手薄、転院調整に滞り

二木立 名誉教授

6月8日 中日新聞

美浜の魅力 サイダーに注入 特産パッションフルーツやキウイ 日福大生が2種類考案

内田萌子、佐藤友紀、畑矢舞羽 社会福祉学部4年
株式会社エヌ・エフ・ユー

6月8日 読売新聞（東京）[夕刊]

パラ代表 練習場所ない 緊急事態 拠点使えず

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

6月8日 中日新聞

ジャガイモ収穫800キロ超寄付 大府・げんきの郷 体験イベント中止で

日本福祉大学

6月8日 中日新聞

第32回日本老年学会総会 超高齢社会を生きる（大島伸一理事）

大島伸一理事 公益財団法人長寿科学振興財団理事長

6月10日 NHK総合【まるっと！】

半田で大学生が活躍！地域に役立つ"ものづくり"

亀崎建築ものづくり塾
田原弘基、吉川実来 健康科学部4年

6月12日 読売新聞

「高齢者２割」 成立 公平な医療費負担 改革道半ば

二木立 名誉教授

6月15日 中日新聞

東海市職域接種 産官学で検討へ

東海キャンパス

6月16日 毎日新聞

[大学受験NOW]中部圏の大学 実就職率高く

実就職率ランキング 2位 日本福祉大学

6月16日 教育学術新聞

ビヨンドコロナの大学戦略 日本福祉大学 丸山悟理事長

丸山悟 理事長

6月17日 読売新聞

[SDGsを学ぼう]日本福祉大学千頭ゼミ 国連目標 パンフで紹介

千頭聡 国際福祉開発学部教授
佐々木瞳歌、坂本実穂 国際福祉開発学部4年

6月17日 読売新聞

学校推薦不要 高校で新入試 先に私学、22年度から

付属高校

6月17日 中日新聞

私立高21校で「特色入試」導入 来春入学から 中学校長の推薦不要

付属高校

6月18日 NHK総合【まるっと！】

障害ある娘殺害の母親 懲役3年6か月判決

湯原悦子 社会福祉学部教授

6月19日 中日新聞

東海商議所など共同の職場接種来月25日から

東海キャンパス

6月19日 中日新聞（三重）

介護殺人 母親に懲役３年６月判決 被告の完全責任能力認定
裁判員 「感情移入するところあった」

湯原悦子 社会福祉学部教授

6月20日 中日新聞

大学ワクチン接種あすから

東海キャンパス

参加者募集のお知らせ

8月9日（月・祝）開催

介護の娘〝殺害〟なぜ防げなかったのか
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日本福祉大学農業サークルGood Health Farm

掲載日

メディア

見出し・タイトル・番組名など

関係者（敬称略）

6月20日 中日新聞

高校野球大地検抽選会 ２年ぶり夏舞台に挑む

付属高校硬式野球部

6月20日 朝日新聞

179チーム 夏へ闘志 来月3日開幕 組み合わせ決まる

付属高校硬式野球部

6月20日 毎日新聞

全国高校野球 5回戦までの対戦決定(第103回全国高校野球選手権愛知大会)

付属高校硬式野球部

6月20日 読売新聞

夏の高校野球対戦決定(第103回全国高校野球選手権愛知大会)

付属高校硬式野球部

6月21日 福祉新聞

学生が認知症の絵本制作 支援者募り製本し子どもたちへ

佐藤亜美佳 社会福祉学部3年

6月22日 中日新聞

[ちた特報ニュースのつぼ]常滑 新庁舎議場の傍聴席 「わずか２０席」
市民の政治参加 影響は？

田中優 社会福祉学部教授

6月24日 読売新聞

中小接種 商議所が支援 東海地方 会員企業向け準備進む

東海キャンパス

6月25日 中日新聞

[目指せ甲子園 夏の高校野球注目校]投打充実の日福大付

付属高校硬式野球部

6月26日 読売新聞

［球児の夏］（上）難聴カバー チーム一つ

付属高校硬式野球部

【大学生情報発信番組 ダイガクモン！】
日本福祉大学 東海キャンパスの紹介（前編）

東海キャンパス
カースティ祖父江 国際福祉開発学部准教授、カースティゼミ生
大倉みほ、松下裕樹、黒田梨乃 経済学部4年

6月27日 中日新聞

職場接種の壁「ともに越える」 中部の中小企業・大学

東海キャンパス、看護学部

6月28日 毎日新聞

[パラリンピック報道] 「スポーツ」重視へ変化 「障害福祉議論の契機に」

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

6月28日 毎日新聞

社会人野球日本選手権：あす開幕 ３２チーム 選手名鑑

渕上大地 福祉経営学部2012年卒
岩崎佑哉 スポーツ科学部2021年卒

6月28日 中日新聞

◇県高校総体水泳競技知多支部予選(19,20日・半田高校)=1位のみ

付属高校水泳部

6月28日 中日新聞

美浜の海岸きれいに 学生ら清掃

天野歩未乃 社会福祉学部2020年卒

6月28日 中部経済新聞

低所得世帯学生 意欲低下、悪循環の危険 コロナ禍のオンライン授業で

滝澤ケイン 教育・心理学部2年、
小島俊樹 学修支援コーディネーター

6月29日 読売新聞

[高校野球県大会]ブロック展望

付属高校硬式野球部

6月30日 朝日新聞

私立校 新方式の「特色入試」導入

付属高校

6月30日 中日新聞

療育センター卒園 小中生が粘土遊び 日福大教授、学生らも

江村和彦 教育・心理学部教授
梅本萌永 子ども発達学部 4年

6月26日

ひまわりネットワーク
【ケーブルテレビ】
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