学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2022年7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
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7月1日 朝日新聞

175チーム 輝く夏へ Gブロック：日福大付

付属高校硬式野球部

7月1日 中日新聞

高校時代、事故で全身まひに 常滑の石田さん講演

石田直也 社会福祉学部2014年卒

7月2日 CBCラジオ

【『中日信用金庫プレゼンツ であい、ふれあい、 探検隊!!』】
（中京大学客員教授内田俊宏さんの社会経済コラム）
日本福祉大学教授に聞く ヤングケアラーについて（第1回）

野尻紀恵 社会福祉学部教授

7月3日 中日新聞

落ちるきんぎん砂子 上がる「きれい」の声

松下明生 教育・心理学部教授

7月4日 中日新聞

3試合 初の「継続」 「流れ」どうなる選手ら思い複雑 第104回全国高校野球選手権大会

付属高校硬式野球部

7月4日 毎日新聞

雨で２４試合中止 ３試合が「継続」 第１０４回全国高校野球：愛知大会

付属高校硬式野球部

7月4日 朝日新聞

3試合雨で初の「継続」 第104回全国高校野球選手権大会

付属高校硬式野球部

7月4日 朝日新聞

雨のち雨 継続試合 第104回全国高校野球選手権大会

付属高校硬式野球部

7月5日 中日新聞

唱歌「たなばたさま」 きんぎんすなごって？ 半田親子ら体験

松下明生 教育・心理学部教授

7月5日 朝日新聞（岐阜）

（＠東海）マイペース通学に寄り添い ダウン症の小１に支援者計１３人 愛知県豊田市／岐阜県

木全和巳 社会福祉学部教授

7月5日 朝日新聞

（現場へ！）地域医療の最前線で：２ 病院存続、嵐の末の民営化

二木立 名誉教授

7月6日 中日新聞（長野）

ひとり親世帯への支援欠かせぬ 子どもの貧困７人に1人

中村強士 社会福祉学部准教授

7月6日 NHK総合

【まるっと！】
[特集]東海すごいぜ！ 日本最大級のデイサービス
「自分で選ぶ楽しみが感じられる」デイサービス

横山由香里 社会福祉学准教授

7月7日 中日新聞（岐阜）

新規就農者の支援「すごい」 下呂・東地区 兵庫から農業委員視察

日本福祉大学の学生

7月8日 朝日新聞

雨天順延や継続試合で日時・球場変更 あす再開

付属高校硬式野球部

7月8日 中部経済新聞

大学3年生にキャリア教育 人材派遣会社ファーストステップ

日本福祉大学

7月9日 朝日新聞

熱戦、きょう再開 9球場で27試合 第104回全国高校野球選手権愛知大会

付属高校硬式野球部

7月9日 CBCラジオ

【『中日信用金庫プレゼンツ であい、ふれあい、 探検隊!!』】
（中京大学客員教授内田俊宏さんの社会経済コラム）
日本福祉大学教授に聞く ヤングケアラーについて（第2回）

野尻紀恵 社会福祉学部教授

7月10日 中日新聞

日福大付次戦手応え 第104回全国高校野球選手権愛知大会

付属高校硬式野球部

7月10日 朝日新聞

熱闘再開 逆転・延長も 第104回全国高校野球選手権愛知大会

付属高校硬式野球部

7月10日 読売新聞

1回戦結果 第104回全国高校野球選手権愛知大会

付属高校硬式野球部

7月11日 週刊東洋経済

【雑誌】経済を見る眼 「新しい資本主義」と所得の再分配

藤森克彦 福祉経営学部教授

7月12日 中日新聞

高校野球愛知大会 9日の成績

付属高校硬式野球部

7月13日 中日新聞（静岡）

妻殺害 懲役１０年求刑 地裁支部 浜松の８２歳被告公判

湯原悦子 社会福祉学部教授

7月15日 中日新聞

日本福祉大学パラスポーツ研究所開設記念講演会（開催のお知らせ）

パラスポーツ研究所

7月16日 中部経済新聞

日本福祉大経済学部が「経営者講座」 花田東海市長が講演

上田和宏 経済学部教授、経済学部、看護学部

7月16日 読売新聞

第１８回 日本認知症ケア学会・読売認知症ケア賞＝特集

野村豊子 客員教授・スーパービジョン研究センターリサーチフェ
ロー／元社会福祉学部特任教授

7月18日 中日新聞

選手の戦い支えた4人のマネージャー 日福大付 愛知大会2022 高校野球 第9日 阿久比球場

付属高校硬式野球部

7月18日 中日新聞

[キラリ近江びと]大学院で学ぶケアマネ 松井毅さん（５１） 介護担う家族に着目

松井毅 福祉経営学部2015年卒

7月18日 中日新聞ほか3紙

高校野球地方大会 愛知 2回戦結果

付属高校硬式野球部

7月19日 中日新聞

無償で電話相談、研修費自己負担… 身銭切る命の相談員 補助金行き渡らず

川島ゆり子 社会福祉学部教授

7月19日 東京新聞

「いのちの電話」待遇の壁 負担重い相談員 なり手二の足 コロナ禍相談増 「研修・合宿費支援を」

川島ゆり子 社会福祉学部教授
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メディア

見出し・タイトル・番組名など

関係者（敬称略）

7月20日 東海タイムズ

「伴走型支援 基礎講座」オンラインで開講

丸山悟理事長、児玉善郎学長、奥田知志客員教授

7月20日 東海タイムズ

ロシアの軍事侵攻の現状と「ウクライナ人の思い」

児玉善郎学長、国際福祉開発学部

7月20日 中日新聞

発達障害や病気で着用困難 マスクなし 訳があります

綿祐二 福祉経営学部教授

7月20日 中日新聞

町の魅力発信「みはまデイズ」PR 美浜の移ろいをポスターに

エヌ・エフ・ユー

7月20日 中日新聞

氷菓を配って交通安全啓発 半田署と日福大生

農業サークル「Good Heaｌth Farm」

7月20日 CCNC

【ニュースCCNC】
日本福祉大学 どろんこバレーボールのお知らせ（8月7日開催）

農業サークル「Good Heaｌth Farm」

7月22日 中日新聞

水田でバレー ストレス解消 来月7日、参加者募集

農業サークル「Good Heaｌth Farm」

7月22日 中日新聞

郷土学習講座

髙部淑子 知多半島総合研究所教授（主任研究員）

7月22日 CAC

【かわら番】
日本福祉大学 CAC創立40周年記念イベントの事前準備

江村和彦 教育・心理学部教授および江村ゼミの学生
教育・心理学部 松下明生ゼミの学生

7月26日 福祉新聞

介護人材確保 義務教育で職業体験を

古都賢一 客員教授

7月27日 中日新聞

県高校知多学年別陸上競技（1年の部）(23,24日・物産フードサイエンス1969知多スタジアム)＝1位のみ

付属高校陸上競技部

7月27日 読売新聞

「継続試合」負担減った？ 前例ない夏 運営手探り ３５大会採用／高校野球

付属高校硬式野球部

7月27日 教育学術新聞

社会福祉士 国試の在り方を議論 福経協総会

丸山悟 理事長

7月28日 フジテレビ

【news イット】
あらたな人生の終わり方 望みかなえる終活サービス
身寄りない高齢者が対象 50年間1人暮らしの80歳「お世話かけたくない」

藤森克彦 福祉経営学部教授
野川すみれ 医療・福祉マネジメント研究科2018年卒

7月28日 CCNC

【ニュースCCNC】
日本福祉大学 オープンキャンパス およびパラスポーツ研究所開設記念講演会（7月24日開催）

佐藤亜美佳 社会福祉学部4年

7月29日 中日新聞

半田市ソフトボール協会長杯（１０、２４日・上浜グラウンド）

ソフトボール部

7月29日 中日新聞

頑張ります 第46回全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門

付属高校和太鼓部

7月30日 中日新聞

「フェアトレードタウン」広めたい 日福大付属校・国際協力部 全国高校文化祭に

付属高校国際協力部

7月31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

7月31日 読売新聞

児童文学にじむ筆者の人柄 角野栄子さん

角野栄子 客員教授
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