学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2021年10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）

10月1日 中日新聞

準硬式野球 東海地区大学リーグ（３０日・パロマ瑞穂）

準硬式野球部

10月2日 中日新聞

半田東高生が卒業発表 教育コースの１９人 日福大教授が講評

半田キャンパス、山本敏郎 教育・心理学部教授

10月2日 佼成

【機関誌】佼成[2021年11月号]表紙：「摩天楼」(絵画)

松下明生 教育・心理学部教授

10月3日 中日新聞

ソフトボール 東海地区大学トーナメント（2日・高浜市碧海グラウンド）
ソフトボール 東海地区大学リーグ（2日・各務原総合運動公園）

女子ソフトボール部
男子ソフトボール部

10月3日 中日新聞

大学野球愛知秋季L◇2部（2日・名経大ほか）

硬式野球部

10月3日 中日新聞

名古屋・植田中と日福大付高が銀賞 中部吹奏楽コンクール

付属高校吹奏楽部

10月3日 中日新聞

全尾張高校野球選手権大会知多地区予選（２日・阿久比球場など）

付属高校硬式野球部

10月3日 中日新聞

[ニュースを問う]押富さんが挑んだバリアー④分かれた判断 「在宅」無理じゃなかった

押富俊恵 日本福祉大学高浜専門学校2003年卒

10月4日 中日新聞

大学野球愛知秋季L◇2部（3日・至学館大ほか）

硬式野球部

10月4日 中日新聞

県高校新人体育陸上競技知多支部予選（9月11、12日・ウエーブスタジアム刈谷）=1位のみ

付属高校陸上競技部

10月5日 中日新聞

ソフトボール 東海地区大学リーグ（3日・各務原総合運動公園）

男子ソフトボール部

10月6日 中日新聞

準硬式野球 東海地区大学リーグ（5日・パロマ瑞穂）

準硬式野球部

10月7日 中日新聞

準硬式野球 東海地区大学リーグ（6日・パロマ瑞穂）

準硬式野球部

10月9日 読売新聞

享栄高・竹山投手に期待 ドラフト 速球１５３キロ 変化球も光る

藤原直也 経済学部4年（硬式野球部）

10月10日 中日新聞（福井） あすプロ野球ドラフト 工大福井高 セガサミー 速球武器・八木選手 敦賀高 ホンダ鈴鹿 打力健在・北川

藤原直也 経済学部4年（硬式野球部）

10月10日 中日新聞

[ニュースを問う]押富さんが挑んだバリアー⑤NPO法人設立 みんなが幸せな社会

押富俊恵 日本福祉大学高浜専門学校2003年卒

10月12日 中日新聞

ソフトボール 東海地区大学トーナメント最終日(9日・高浜市碧海グラウンド)

女子ソフトボール部

10月12日 読売新聞

第100回 全国高校サッカー県大会

付属高校サッカー部

10月12日 中日新聞

COP15開幕 「愛知目標」さらに前へ COP10関係者ら期待

福田秀志 副学長/健康科学部教授

10月14日 CCNC

【ニュースCCNC】
ドラフト会議

藤原直也 経済学部4年（硬式野球部）
山本秀人 教育・心理学部教授（硬式野球部部長）
後藤晃 通信養育部事務室長（硬式野球部監督）

10月15日 中日新聞

準硬式野球 東海地区大学リーグ（14日・パロマ瑞穂）

準硬式野球部

10月17日 中日新聞

大学野球愛知秋季L◇2部（16日・名商大）

硬式野球部

10月17日 読売新聞

第100回全国高校サッカー県大会

付属高校サッカー部

10月17日 中日新聞

[ニュースを問う]押富さんが挑んだバリアー⑥「支援」と「保護」 大切なのは「本人の思い」

押富俊恵 日本福祉大学高浜専門学校2003年卒
石本馨、田原美智子/元日本福祉大学高浜専門学校教員

10月18日 中部経済新聞

国内森林の利活用解説 日福大健康科学研究所 公開シンポジウム開く

健康科学研究所
福田秀志副学長/健康科学部教授
坂口大史 健康科学部准教授

10月18日 中日新聞

ソフトボール 東海地区大学リーグ（16日・各務原市総合運動公園）

男子ソフトボール部

10月18日 NHK Ｅテレ

【カラフルな魔女～角野栄子の物語が生まれる暮らし】
魔法のトマトスープ

角野栄子 客員教授

10月20日 東海タイムズ

進む職域接種

東海キャンパス

10月20日 NHK総合

【東海3県向けニュース】
分析 高齢者の介護費用 趣味・仕事など社会参加で大幅に減少

斉藤雅茂 社会福祉学部准教授

10月20日 NHK総合

【おはよう東海】
分析 高齢者の介護費用 趣味・仕事など社会参加で大幅に減少

斉藤雅茂 社会福祉学部准教授

10月20日 美術の窓

【雑誌】「摩天楼のコンポジション」第106回院展入選作品および講評掲載

松下明生 教育・心理学部教授

10月22日 中日新聞

準硬式野球 東海地区大学リーグ（21日・パロマ瑞穂）

準硬式野球部

10月22日 中日新聞

オータムフェスティバル知多半島北部集会

付属高校国際協力部・和太鼓部「楽鼓」

埼玉県で公務員から起業、街を改革、防災・教育など、課題解決に挑む。

増田和人 社会福祉学部1988年卒

【ウイークエンド中部】
[ういちゅ～旅]北アルプス 乗鞍岳 山の恵みを訪ねて

斉藤政喜 社会福祉学部 1987年卒

10月23日

日本経済新聞
（埼玉）

10月23日 NHK総合
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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）

10月24日 中日新聞

[ニュースを問う]押富さんが挑んだバリアー⓻受け継ぐ仲間たち 「ごちゃまぜ」の共生社会

押富俊恵 日本福祉大学高浜専門学校2003年卒

10月25日 中日新聞

ソフトボール 東海地区大学リーグ最終戦（23日・各務原市総合運動公園）

男子ソフトボール部

10月25日 中日新聞

陸上 東海学生選手権最終日（17日・物産フードサイエンス1969知多スタジアム）

鮎川翔 スポーツ科学部2年（陸上競技部）

10月25日 中日新聞

全日本女子サッカー選手権県予選(9,10日・一宮商業高校ほか)

付属高校サッカー部女子

10月26日 中日新聞

昭和の亀崎の姿伝えたい 半田でプロジェクト始動

健康科学部 坂口大史准教授ゼミの学生

10月26日 日本経済新聞

現場を歩く――老々介護世帯の孤立深刻、実態把握遅れ、対策急務（衆院選２０２１）

斉藤雅茂 社会福祉学部准教授

10月26日 朝日新聞（東京） （２０２１衆院選 課題編：１）「孤独と孤立」を考える 大人も子どもも居場所求め／東京都

藤森克彦 福祉経営学部教授

10月26日 Standard愛知

付属高校サッカー部

【雑誌】【Standard愛知_Vol.45 (2021年11・12月号)】仲間とめざす最後の冬

10月27日 朝日新聞（秋田） 精神保健福祉促進研究会秋田大会開催

青木聖久 福祉経営学部教授

10月27日 CBCテレビ

【チャント！】
「いざ学校に向井ます」
弱小吹奏楽部を4年で全国へ！生徒をノセる凄腕先生㊙指導

付属高校吹奏楽部
楫野克彦 教諭

10月28日 中日新聞

安城の町内福祉委 全体研修会に２０５人

長岩嘉文 中央福祉専門学校校長

10月28日 読売新聞[夕刊]

パラ競技通し進む共生 学校で 健常者と一緒に

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

10月29日 中日新聞

準硬式野球 東海地区大学リーグ（２８日・パロマ瑞穂）

準硬式野球部

10月29日 NHK総合

【中部ネイチャーシリーズ】
北アルプス・乗鞍岳～絶景＆山の恵みを探す旅～

斉藤政喜 社会福祉学部 1987年卒

10月30日 中日新聞（夕刊） 日本福祉大知多半島総合研究所歴史・民俗部研究集会「古代・中世の知多半島－文献史学と考古学－」

10月30日 NHK Ｅテレ

【カラフルな魔女～角野栄子の物語が生まれる暮らし】
特別編・上白石萌歌さんと

知多半島総合研究所、福岡猛志 名誉教授

角野栄子 客員教授

2/2

