学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2022年3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）

3月1日 福祉新聞

[福祉の学び舎６]日本福祉大学(中) 「福祉」から「ふくし」へ

藤森克彦 福祉経営学部教授、原田啓之 社会福祉学部2000年卒

3月2日 毎日新聞

IOC急転 露排除 パラ参加巡りIPC混乱

竹村瑞穂 スポーツ科学部准教授

3月2日 教育学術新聞

福祉と教育の連携を考える 福祉系大学経営者協議会が総会開く

丸山悟 理事長

3月3日 中日新聞

東海大学バドミントン団体（２月２４日まで・一宮市総合体育館）＝本社後援

バドミントン部

3月3日 NHK総合

【ニュース７】
北京パラリンピック：国際パラリンピック委員会 RPCとベラルーシの選手の出場 一転認めず

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

3月4日 毎日新聞

[ミニ論点]平和希求の理念貫く 竹村瑞穂准教授

竹村瑞穂 スポーツ科学部准教授

3月5日 読売新聞

露の休戦違反 非難 北京パラ開会式 各国委、ＩＰＣの決定支持

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

3月5日 朝日新聞(福島)

市教育長、対応を謝罪 男児の支援策示す 福島いじめ ／福島県

鈴木庸裕 教育･心理学部教授

3月8日 福祉新聞

[福祉の学び舎６]日本福祉大学(下) 共生社会へ学生、教員、NPO

児玉善郎 学長、原田正樹 社会福祉学部教授、
野尻紀恵 社会福祉学部教授、湯原悦子 社会福祉学部教授、
浅野基 子ども発達学部2014年卒、
瀬佳奈子 社会福祉学部2007年卒

3月8日 中日新聞

声届け 中部から続々 ウクライナと連帯 ロシア非難の決議

日本福祉大学

3月10日 朝日新聞

パラ水泳「目標はパリ出場」 豊田の岡島さん 日本選手権V報告

岡島貫太 付属高校3年

3月10日 中日新聞

パラ水泳 全国４種目Ｖ 豊田の岡島さん 市長に報告 パリ見据え「より厳しい練習頑張る」

岡島貫太 付属高校3年

3月10日 佛教タイムス

ウクライナ情勢へ声明相次ぐ

日本福祉大学、児玉善郎学長

3月11日 中日新聞他1紙

[新刊紹介]◇「おかあちゃん、こんな僕やけど、産んでくれてありがとう」青木聖久著

青木聖久 福祉経営学部教授

3月13日 中日新聞

[ニュースを問う]ジェロムさんの旅立ち ①不法滞在者の子 もう一緒に暮らせない

滝澤ジェロム 社会福祉学部4年
滝澤ケイン
教育・心理学部2年

3月14日 週刊東洋経済

【雑誌】経済を見る眼 求められる「居住支援」の強化

藤森克彦 福祉経営学部教授

3月14日 長崎新聞

永田君が選んだ道

永田雄大 入学予定者

3月16日 中日新聞

学びの森から 鳴海中日文化センター ◆古文書を読む－入門クラス

髙部 淑子 知多半島総合研究所教授（主任研究員)

3月16日 中日新聞

中部日本個人・重奏コンテスト県大会、本大会出場者

付属高校吹奏楽部

3月17日 中日新聞

◇半田市ソフトボール協会春季女子（6日・上浜グラウンド）

女子ソフトボール部

3月17日 NHK総合

【まるっと！】
（特集）コロナ禍 大学生どうしの“助け合い”

ファン・ティ・フン・アイン 国際福祉開発学部2年

3月19日 朝日新聞

[2022北京パラリンピック]（つながる空の下）当事者目線で魅力伝える

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

3月20日 中日新聞

自分らしく歩みたい 日本福祉大 3133人卒業・修了

児玉善郎学長、
加藤千代美 社会福祉学部4年
安田帆孝スポーツ科学部4年、加藤皓大 スポーツ科学部4年

3月20日 中日新聞

[ニュースを問う]ジェロムさんの旅立ち ②父と別れて 施設で成長 芽生えた夢

滝澤ジェロム 社会福祉学部4年
滝澤ケイン
教育・心理学部2年

3月20日 朝日新聞

福祉施設と志望学生、接点に悩み コロナ禍、勧誘の機会減／乏しい情報、就活に苦労

松澤佑哉 子ども発達学部4年

3月20日 東海タイムズ

愛に満ちた表情・笑顔輝く

木之下晃 元客員教授/卒業生

3月22日 中日新聞

オール愛知で外国人県民サポート 日本語教育サミット 東海市日福大で開催

東海キャンパス

3月22日 中日新聞

ラクロスのシュート「気持ちいい」 西尾 元日本代表の清家さん招き教室

清家悟 通信教育部事務室/社会福祉学部2011年卒

3月22日 中日新聞

県高校優勝野球知多地区1次リーグ(21日・阿久比球場など)

付属高校硬式野球部

3月22日 中日新聞

２０２２年プロ野球選手名鑑 セ６球団の新陣容 中日ドラゴンズ

浅尾拓也 福祉経営学部2007年卒

3月23日 朝日新聞

パラスポーツ 理解深めよう 日福大「金」中嶋さん講演

藤田紀昭 スポーツ科学部教授
中嶋茜 社会福祉学部2013年卒

3月23日 中日新聞

世界平和願う「宣言」 日福大付高生徒会が発表

付属高校生徒会

3月24日 中日新聞

半田・亀崎地区で研究 大学生7人活動報告

坂口大史 健康科学部准教授のゼミ生

3月24日 中日新聞

弥富・中３刺殺 少年院送致 家裁「矯正教育が相当」

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

3月24日 産経新聞

「大量定年」瀬戸際の保護司 高齢化「よき隣人の限界」

湯原悦子 社会福祉学部教授

3月24日 朝日新聞

[講論]批判される「権力批判」

両角達平 社会福祉学部講師（2022年4月1日より）

3月24日 毎日新聞

プロ野球：プロ野球 ２０２２年選手名鑑 セ・リーグ 中日

浅尾拓也 福祉経営学部2007年卒

3月25日 中日新聞

子どもの性暴力被害 望まない妊娠 つらい思い寄り添う絵本 支援団体出版「とても身近な問題」

長江美代子 看護学部教授

3月25日 読売新聞

2022プロ野球 中日ドラゴンズ

浅尾拓也 福祉経営学部2007年卒
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3月26日 中日新聞

県高校優勝野球大会知多地区予選会1次リーグ（25日・阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

3月27日 中日新聞

[ニュースを問う]ジェロムさんの旅立ち ③働けず進学の道へ 子供ども守る大人になる

滝澤ジェロム 社会福祉学部4年、
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

3月27日 中日新聞

県高校優勝野球知多地区1次リーグ戦（26日・半田北部グラウンドほか）

付属高校硬式野球部

3月27日 中日新聞

[デスク席から]できること 日本福祉大付属高生徒会

付属高校生徒会

3月28日 朝日新聞

税理士が設立の財団から奨学金 今春、大学進学の３人に ／岐阜県

母袋柊一 （2022年4月から教育・心理学部1年）

3月29日 中日新聞

地元スポンサー支援で 目指せ！地産地勝 日福大付高サッカー部

付属高校サッカー部

3月29日 中日新聞

副市長に山本氏 選任する案同意 亀山市議会

山本伸治 経済学部1985年卒

3月29日 NHK総合

【まるっと！】
コロナ禍の学生のために 大学で初のイベント アート体験通し 大学生が仲間づくり

野尻紀恵 社会福祉学部教授
堺倖也 社会福祉学部2年

3月30日 中日新聞

県高校優勝野球大会知多地区2次トーナメント（阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

3月31日 中日新聞

子どもの権利 守られる瀬戸に 条例制定向け小５～専門学校生ら会議 「いじめや虐待ない」など理想
野尻紀恵 社会福祉学部教授
３点に

3月31日 中日新聞

県高校優勝野球大会知多地区２次トーナメント（阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

3月31日 中日新聞

中部９県の代表ら 管打楽器演奏競う 個人・重奏コンテスト

付属高校吹奏楽部
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