学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2021年８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）

8月1日 中日新聞

子どもの勉強サポート 半田で支援団体が「スクール」

スポーツ科学部学生

8月1日 中日新聞

頑張ります 第45回全国高校総合文化祭郷土芸能部門

付属高校和太鼓部 新海樹己 2年

8月1日 中日新聞

愛工大名電優勝までの軌跡

付属高校硬式野球部

8月1日 中日新聞

中部日本吹奏楽コン 中高の県代表決まる

付属高校吹奏楽部

8月2日 朝日新聞

伝統校の活躍目立つ 優勝 愛工大名電 8-5 享栄高校.

付属高校硬式野球部

8月2日 朝日新聞

大学 職場・一般7団体が東海へ 県吹奏楽コン開幕

付属高校吹奏楽部

8月2日 東京新聞

先駆者は結核患者支援 米で学んだ女性 参政権にも尽力

浅賀ふさ 名誉教授

8月3日 中日新聞

先駆者 結核患者支援に尽力 愛知・半田出身の女性

浅賀ふさ 名誉教授

8月4日 朝日新聞

県代表選考会へ、まず７校が決定 県吹奏楽コン・高校の部 ／愛知県

付属高校吹奏楽部

8月5日 朝日新聞

住まいの困窮、コロナ禍で切迫 雇い止めで寮退去、支援者探し生活保護へ

山田壮志郎 学長補佐/社会福祉学部教授

8月6日 読売新聞（富山） パラ 宮島、岩井選手に「期待」 車いすバスケ 富山で激励会＝富山

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒

8月6日 中日新聞

地域に笑顔の大輪を ヒマワリ栽培 市内事業所に半田特支校高等部の15人

エヌ・エフ・ユー：くらそっと

8月6日 東日新聞

在日外国人を支援 日本福祉大学東三河同窓会 NPO法人に寄付金

川根徳雄 東三河同窓会長/社会福祉学部 1981年卒

8月7日 中日新聞

認知症啓発の絵本 児童に 日福大生制作 学校など寄贈へ ＣＦで資金募る

庄山雄貴、佐藤亜美佳、佐伯奈津 社会福祉学部3年

8月7日 中日新聞

日福大付高吹奏楽部 「香水」など１２曲披露 半田で定期演奏会

付属高校吹奏楽部

8月8日 中日新聞

年少兵テーマの映画 名古屋で１４日に上映 哲学セミナーが講座

福田静夫 名誉教授

8月10日 朝日新聞

県吹奏楽コン、代表１０校決定 高校Ａ・Ｂ

付属高校吹奏楽部

8月11日 中日新聞

県内６校 中部大会へ 中部日本高校演劇

付属高校演劇部

8月11日 中日新聞

新型コロナ 愛知２５９人感染

運動部

8月11日 読売新聞

新型コロナ ２５９人感染 運動部でクラスター＝愛知

運動部

8月12日 中日新聞

県高校野球選手権知多地区予選会（１１日・阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

8月14日 中日新聞（岐阜） 東京パラリンピック ランタンの火 生徒らリレー 岐阜 １６日 出立へ採火 選手も参加、思い新た垂井で

中嶋茜 社会福祉学部2013年卒

8月15日 毎日新聞

森靖雄 元経済学部教授

8月16日

戦後７６年：一宮空襲「今、書かねば」 日本福祉大元教授・森靖雄さん、体験を一冊に

読売新聞（大阪）
第２６回全日本高校・大学生書道展 入賞作品決まる
[夕刊]

8月17日 中日新聞

岩瀬舞雪 看護学部3年

戦後７６年 戦争体験伝えた故近藤さん 活動しのび記録映像上映 同朋高放送部制作、名古屋で

岡本紗輝 付属高校3年

8月18日 中日新聞

◇作文コンクールの作品を募集

生涯学習センター

8月18日 中京テレビ

【キャッチ！】
24時間テレビ「愛は地球を救う」
期待 一日で建てられるコテージ！？未来を変えたい 学生の想い （8/22（日）11:30頃放送予定）

児玉善郎 学長
佐藤佑美 健康科学部4年

学長メッセージ
8月19日 中日新聞

県高校野球選手権知多地区予選（１７、１８日・阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

8月20日 毎日新聞

「物語」より選手の思いに主眼を

兒玉友 スポーツ科学部准教授

8月20日 中日新聞

半田・乙川中 村上さんに最優秀賞「社会を明るくする運動」標語

田中和彦 福祉経営学部准教授

8月20日 毎日新聞

東京パラリンピック 日本選手顔ぶれ

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒
谷真海 客員教授

8月21日 読売新聞

パラ競技 ともに汗流す 開幕まで３日 参加の健常者「考え方変わった」＝愛知

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

8月21日 読売新聞

第２６回全日本高校・大学生書道展入賞者＝愛知

岩瀬舞雪 看護学部3年

8月22日 中京テレビ

【24時間テレビ】
「想い～世界は、きっと変わる。」
「私たちが未来を変える」チェンジメーカー

江村和彦
坂口大史
佐藤佑美
呉岡大地
高橋峻也
原裕太

8月23日 中日新聞

若者の自立支援へ リモート料理教室

河田祐哉 社会福祉学部4年

8月23日 中日新聞

知多地区高校水泳(5日・日本ガイシアリーナ)

付属高校水泳部

8月23日 中日新聞

県高校野球選手権知多地区予選会（２２日・阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

8月24日 読売新聞（大阪） ［ゆらぐ暮らし コロナ禍で］困窮者支援金 申請伸びず 対象世帯の１〜２割

1/2

教育・心理学部教授
健康科学部准教授
健康科学部福祉4年
社会福祉学部4年
経済学部2021年卒
社会福祉学部2015年卒

角崎洋平 社会福祉学部准教授

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）

8月24日 朝日新聞

東京2020パラリンピック 総勢254人日本選手団一覧

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒
谷真美 客員教授

8月24日 中日新聞[夕刊]

東京パラリンピック2020 パラリンピック今夜開幕

谷真海 客員教授

8月24日 中日新聞

東京パラリンピック2020 きょう開幕

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒
谷真美 客員教授

8月25日 中日新聞

東京パラリンピック2020 逆風・・・価値信じ全力 笑顔の谷旗手「生きるヒントを」

谷真海 客員教授

8月25日 朝日新聞

東京パラリンピック2020 笑顔でゴールしたい 旗手・谷真海

谷真海 客員教授

8月25日 毎日新聞

東京パラリンピック2020 招致貢献から8年共生へ一歩ずつ 谷 意義信じて

谷真海 客員教授

8月25日 中日新聞

東京パラリンピック2020 日本最多254選手が出場 金メダル、その先へ

谷真海 客員教授

8月25日 朝日新聞

東京パラリンピック2020 支え合って 壁のない未来へ行進 飛躍誓う13日間

谷真海 客員教授

8月25日 毎日新聞

東京パラリンピック2020 パラ開幕 制約の中 コロナ収束せず 無観客

谷真海 客員教授

8月25日 読売新聞

東京パラリンピック2020 東京パラ開幕 コロナ下4400人参加史上最多

谷真海 客員教授

8月25日 日本経済新聞

東京パラリンピック2020 壁なき世界へ飛躍 旗手の2人、闘志抱く

谷真海 客員教授

共生へ4403人の思い 東京パラ コロナ下の開幕 心のバリアー除く機会に

三井利仁 スポーツ科学部教授
谷真海 客員教授

8月25日 中日新聞

8月25日 読売新聞（富山） パラ開幕 ３選手 いざ大舞台＝富山

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒

8月25日 読売新聞（石川） 夢舞台で輝け パラ開幕＝石川

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒

8月25日 中日新聞

県高校野球選手権知多地区予選会（２４日・阿久比球場）

付属高校硬式野球部

8月26日 中日新聞

県高校野球選手権知多地区予選会（２５日・阿久比球場）

付属高校硬式野球部

8月26日 中日新聞

罪人の肖像 もっと再起できる社会へ 警察にも福祉専門職を

鷲野明美 福祉経営学部准教授

8月26日 中日新聞

武豊町役場でインターンシップ

松岡翼 社会福祉学部3年

8月27日 毎日新聞

写真集：一宮の１００年を１冊に 市民らから写真６００点 樹林舎がアルバム販売

森靖雄 元経済学部教授

8月28日 読売新聞（富山） パラ 宮島・岩井 白星アシスト 車いすバスケ男子初戦＝富山

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒

8月28日 読売新聞（石川） パラ 車いすバスケ男子 宮島 積極リバウンド＝石川

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒

8月29日 中日新聞

野球 愛知大学2部リーグ（28日・名商大ほか）

硬式野球部

8月29日 朝日新聞

ステイホームと言うけれど 家も学校も自分の居場所とは思えない

荒井和樹
社会福祉学部2005年卒/社会福祉学研究科修士課程 2017年卒

8月29日 中日新聞

東京パラリンピック2020 きょうの見どころ

谷真海 客員教授

8月29日 毎日新聞

東京パラリンピック2020 社会を前に進めたい 招致のヒロイン 舞台に立つ

谷真海 客員教授

8月29日 読売新聞（石川） パラ 宮島 守備で貢献 車いすバスケ男子＝石川

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒

8月29日 東京新聞

車いすバスケットボール 男子開幕３連勝

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒

8月29日 産経新聞

同居孤独死 疎遠の果て 「8050問題」背景のケースも

斉藤雅茂 社会福祉学部准教授

8月30日 読売新聞

［東京パラ 挑む東海勢］魅力 一球一球に ボッチャ

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

8月30日 読売新聞

パラ選手雇用広がる コロナ下機運維持へ正念場

兒玉友 スポーツ科学部准教授

8月30日 中日新聞

東京パラリンピック2020 トライアスロン 谷 感謝のゴール

谷真海 客員教授

8月30日 朝日新聞

東京パラリンピック2020 誰かの背中押したくて 谷、スポーツに救われたから

谷真海 客員教授

8月30日 毎日新聞

東京パラリンピック2020 旗手・谷10位 最下位だけど「宝物」

谷真海 客員教授

8月30日 読売新聞

東京パラリンピック2020 トライアスロン・谷 招致の顔 万感ゴール

谷真海 客員教授

8月30日 日本経済新聞

東京パラリンピック2020 トライアスロン 谷10位 笑顔の完走

谷真海 客員教授

8月30日 中日新聞(岐阜)

岐阜、愛知の３５校 事前予約で大学展

中野恭志 入学広報部長

8月30日 朝日新聞

愛工大名電が朝日新聞社賞 東海吹奏楽コン高校Ａ

付属高校吹奏楽部

8月31日 読売新聞（東京） ブラインドサッカー 高まる熱 事業収益３年で倍 企業研修に人気

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

8月31日 読売新聞（石川） パラ 宮島 守備で存在感 車いすバスケ男子＝石川

宮島徹也 情報社会科学部2011年卒

8月31日 毎日新聞

一宮空襲、動画で伝える 市民ら制作、ネットで公開 当時１０歳の森さん、体験語る

森靖雄 元経済学部教授

8月31日 中日新聞

共同での職場接種 来月１日から実施 東海商議所など

東海キャンパス
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