学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2022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

子どもたち 思わず夢中に 南吉生誕祭 風車づくり

江村和彦 教育・心理学部教授

8月1日 朝日新聞

中・高 出場校決まる 明日から県吹奏楽コン

付属高校吹奏楽部

8月2日 中日新聞

私の母国こんな国です 東海市 日福大留学生、児童に紹介

国際福祉開発学部、カドカ・ラビナ 国際福祉開発学部3年

8月2日 読売新聞

民間建築に木材 促進 シンポに５００人

坂口大史 健康科学部准教授

8月3日 朝日新聞

光ケ丘女子など、県代表選考会へ 県吹奏楽コン、高校の部 ／愛知県

付属高校吹奏楽部

8月3日 教育学術新聞

私学法改正を契機に経営の本格的強化を

篠田道夫 元理事

8月3日 メ～テレ（名古屋テレビ）

【ドデスカ！】
「いいね！わがマチQ」
魅力発信 町を取材 みはまデイズ 特別版“若者たち”が発案した仕掛け
絶景や人も！マップと楽しむPR動画 学生たちが発信 つながりあるマチへ 若者たちのみはまデイズ

佐藤亜美佳 社会福祉学部4年

8月6日 中日新聞

知多地区高校学年別水泳競技(4日・日本ガイシアリーナ)＝1位のみ

付属高校水泳部

8月6日 読売新聞（大阪）

原爆孤児 もう二度と 広島 きょう原爆忌 ウクライナの子 自ら重ね

山田寿美子 社会福祉学部1967年卒

8月8日 知多メディアス

【mediasエリアニュース】
大学生と遊んで学ぼう「にっぷく生とあそぼ2022」

国際福祉開発学部 田中ゼミの学生

8月9日 朝日新聞（長野）

講座〝ともに生きる〟を目指して

原田正樹 社会福祉学部教授

8月10日 朝日新聞

県代表の１０校決定 県吹奏楽コン高校の部 ／愛知県

付属高校吹奏楽部

8月11日 CCNC

【ニュースCCNC】
どろんこバレーボール大会（8月7日開催）

農業サークル「Good Heaｌth Farm」

8月15日 毎日新聞

第１０４回全国高校野球：全国高校野球 「喜ばない」コロナ下の一幕

竹村瑞穂 スポーツ科学部准教授

8月15日 中日新聞

県高校野球選手権大会知多地区予選会１次リーグ(12日・13日)

付属高校硬式野球部

8月16日 中日新聞

県高校野球選手権大会知多地区予選会１次リーグ(14日・15日)

付属高校硬式野球部

8月16日 中日新聞

和太鼓で総文祭最優秀賞 稲沢市長に 高校生2人喜びの報告

付属高校和太鼓部、デスフィー海渡3年、佐々木絢菜1年

8月17日 毎日新聞

全国高校総合文化祭：高総文祭 日福大付の和太鼓部、最優秀賞 ／愛知

付属高校和太鼓部、デスフィー海渡3年、佐々木絢菜1年

8月17日 中日新聞

強化指定選手に182人 県、五輪やアジア大会などへ（パラリンピック・アジアパラ競技大会）

岡島貫太 スポーツ科学部1年、高橋峻也 経済学部2021年卒

8月17日 CBCテレビ

【チャント！】
ごんぎつねの里から キツネが次々都会へ？！実態を追う
名古屋の公園で昼寝のキツネ 都会にもやってくる意外な実情 名古屋のキツネを追った！

福田秀志 副学長/健康科学部教授

8月18日 毎日新聞

伝え継ぐ 戦後77年 埋もれた事実 発掘

福岡猛志 名誉教授

8月18日 東海テレビ

【村上佳菜子の週刊愛ちっち】
知って欲しい！ヤングケアラー

野尻紀恵 社会福祉学部教授

8月18日 NHK BSプレミアム

【BSプレミアムカフェ】
カメラで音楽を撃て-写真家・木之下晃 創造の秘密-

木之下晃 元客員教授/卒業生

8月19日 NHK BSプレミアム

【BSプレミアムカフェ】（再放送）
カメラで音楽を撃て-写真家・木之下晃 創造の秘密-

木之下晃 元客員教授/卒業生

8月20日 中日新聞

楽しむ 広める ユニバーサルスポーツ 中村区でボッチャや卓球バレーなど体験

兒玉友 スポーツ科学部准教授

8月20日 中日新聞

喜怒哀楽 和太鼓で体現 日本福祉大付属高 総文祭で最優秀賞 ５年ぶり３度目の快挙 「過去一番の出来」 付属高校和太鼓部、水野真帆3年

8月20日 中日新聞

高校野球選手権大会知多地区予選会２次トーナメント（19日・阿久比球場）

付属高校硬式野球部

8月20日 読売新聞

第２７回全日本高校・大学生書道展入賞者＝愛知

杉本弥奈美 看護学部1年

8月21日 毎日新聞

１人夜勤、常態化 名古屋の障害者施設、３０代職員が倒れ死亡

木全和巳 社会福祉学部教授

8月22日 中日新聞

高校野球選手権大会知多地区予選会２次トーナメント（21日・阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

8月22日 読売新聞

第２７回全日本高校・大学生書道展 気韻生動 豊かに 力作９７９点

杉本弥奈美 看護学部1年

【アップ！】
8月23日 メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市にキツネが出没！公園でキツネに出会った！ブドウ畑に穴を掘ったのは…
キツネが名古屋にお引っ越し

福田秀志 副学長/健康科学部教授

8月23日 CCNC

【ニュースCCNC】
美浜町運動公園の工事が進む

美浜事業推進室

8月24日 中日新聞

高校野球選手権大会知多地区予選会２次トーナメント（23日・阿久比球場）

付属高校硬式野球部

8月24日 朝日新聞

「ピンチはチャンス！」合言葉に 東海吹奏楽コンクール高校Ａ、江南高 ／愛知県

付属高校吹奏楽部

8月24日 朝日新聞（大分）

（地域医療の最前線で：２）病院存続、嵐の末の民営化 ／大分県

二木立 名誉教授
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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）

8月24日 NHK総合

【おはよう日本】
東京パラ開幕から1年 競技団体などは普及の環境整える必要性も

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

8月24日 週刊文春

【雑誌】[ユニークな取り組みをしているデイサービス特集]
認知症の予防や改善にひと役！〝回想法〟とは？高浜安立荘デイサービスセンター（2022年9月1日号）

来島修志 健康科学部助教

8月25日 読売新聞

パラリンピック1年 レガシー「障害者と共に」

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

8月25日 読売新聞

パラ競技団体 苦境 スポンサー契約半減も 東京大会から1年

藤田紀昭 スポーツ科学部教授

8月25日 中日新聞

高校野球選手権大会知多地区予選会２次トーナメント（24日・阿久比球場）

付属高校硬式野球部

8月26日 中日新聞

県高校新人体育水泳競技名古屋南北・知多支部合同予選

付属高校水泳部

8月26日 朝日新聞

とうきょう総文2022 思い響かせ合って

付属高校和太鼓部

8月26日 中日新聞

高校生 無償で介護技術 初の修了生17人「初任者」の資格を取得

戸枝陽基 客員教授

8月27日 中日新聞

アーチェリー 東海学生個人選手権最終日（２５日・森林公園アーチェリー場）＝決勝記録

能島雅 スポーツ科学部3年

8月27日 中日新聞

どまつり３年ぶり有観客 やっとここで 学生舞う チーム鯱 「情熱呼び覚ます」

大岩陽汰 教育・心理学部3年

8月28日 中日新聞

車いすテニス大会 名古屋で競い合う 3年ぶりに開幕

稲川直志 経済学部2002年卒

8月28日 毎日新聞

ひと＠東海：ＮＰＯ法人全国こども福祉センター代表 荒井和樹さん（４０） 「友達」から始まる支援 ／愛知

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28日 朝日新聞

光ケ丘女子、高校Ａ最高賞 愛工大名電と全日本へ 東海吹奏楽コン ／愛知県

付属高校吹奏楽部

8月30日 中日新聞

障害のある子たち 粘土遊びを楽しむ 千種の児童発達支援施設

江村和彦 教育・心理学部教授、村上流風 子ども発達学部4年

8月30日 中日新聞（岐阜）

アーチェリー 東海学生個人選手権最終日（２５日・愛知県森林公園アーチェリー場）＝決勝記録

能島雅 スポーツ科学部3年

8月30日 日本テレビ

【踊る！さんま御殿！！】
貯める派vs使う派 金銭感覚どうかしてる芸能人SP
おこづかい生活漫画が話題！漫画家 吉本浩二 金欠ライフに大爆笑！
お小遣い2万1000円 漫画家吉本浩二の妻は超節約家

吉本浩二 社会福祉学部1996年卒

【首都圏ネットワーク】
葛飾区で起きた事件：無理心中とみられる親子 背景には何が・・・

小松理佐子 社会福祉学部教授

8月31日

NHK総合（東京・神奈
川・千葉・埼玉）
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