学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2022年9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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9月3日 中日新聞

愛知大学野球 きょう開幕 秋季リーグ

硬式野球部

9月4日 中日新聞（岐阜）

こちら飛騨まち探偵団 下呂市南西部の金山町に東地区？ 合併以前は郡上郡東端

社会福祉学部 田中ゼミの学生

9月4日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L開幕（２部B：3日・東海学園大ほか）

硬式野球部

9月5日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L（２部B：4日・東海学園大ほか）

硬式野球部

9月5日 中日新聞

バスケットボール東海学生リーグ（3日・日福大）

女子バスケットボール部

9月6日 福祉新聞

福祉工学の学会 演題、参加人数が過去最多

後藤芳一 客員教授

9月7日 朝日新聞

（長期政権からの宿題：中）全世代型社会保障 財源確保へ 国民負担増の議論を 日本福祉大学名誉教授 二木
立さん

二木立 名誉教授

9月7日 中日新聞ほか3紙

県高校野球10日開幕 対戦組み合わせ決まる 第75回県高校野球選手権大会

付属高校硬式野球部

9月8日 中日新聞

バスケットボール 東海学生リーグ(4日・日福大)

女子バスケットボール部

9月8日 中日新聞

県高校新人体育陸上競技知多支部予選(3、4日・物産フードサイエンス1969知多スタジアム)

付属高校陸上競技部

9月10日 中日新聞

テニス 東海大学対抗リーグ(7日・岐阜長良川テニスプラザ)

硬式テニス部

9月10日 中日新聞

大正、昭和 東京の街並み精緻に 大府で川瀬巴水版画展

曲田浩和 経済学部教授

9月11日 中日新聞

テニス 東海大学対抗リーグ(9日・岐阜長良川テニスプラザ)

硬式テニス部

9月11日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L（２部B：10日・東海学園大ほか）

硬式野球部

9月11日 中日新聞ほか3紙

第75回県高校野球選手権大会(10日・刈谷球場ほか)

付属高校硬式野球部

9月11日 中日新聞

共生社会実現へ講演会や分科会 豊橋で全肢連大会

玉木幸則 社会福祉学部1991年卒

9月12日 週刊東洋経済【雑誌】

経済を見る眼 多様化する「家族の姿」と働き方改革

藤森克彦 福祉経営学部教授

9月12日

Yahoo!ニュース
【陸上】全日本大学女子駅伝東海選考会エントリー 本大会出場1枠を巡って中京学大、中京大、日本福祉大、至学館
陸上競技部、永谷千宙 スポーツ科学部2年
（月刊陸上競技）【Web】 大が争う

9月13日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L(２部B：11日・愛産大ほか)

硬式野球部

9月13日 中日新聞

バスケットボール 東海学生リーグ(10日・日福大)

女子バスケットボール部

9月13日 中日新聞（三重）

高校生の進学相談 中部24大学が応じる 四日市でイベント

中野恭志 入学広報部長

9月13日 熊野新聞

家族で楽しく避難所体験 ２年ぶり「市小防災の日」 那智勝浦町

野尻紀恵 社会福祉学部教授

9月13日

Housing Tribune MOOK 「14名の専門家に聞いた健康な住まいと暮らし方」
【雑誌】
想像力を働かせたバリアフリー改修が重要 安全な住宅で健康寿命も長く

村井裕樹 健康科学部准教授

9月14日 中日新聞

テニス 東海大学対抗リーグ(12日・岐阜長良川テニスプラザ)

硬式テニス部

9月14日 中日新聞

バスケットボール 東海学生リーグ(11日・日福大)

女子バスケットボール部

9月15日 中日新聞

空き家活用 日福大生が知恵

毛利志保准教授、高須海輝 健康科学部2年

9月15日 中日新聞

テニス 東海大学対抗リーグ(13日・岐阜長良川テニスプラザ)

硬式テニス部

9月15日 熊野新聞

命を守るための工夫を 勝浦小５年生が防災学習 那智勝浦町

野尻紀恵 社会福祉学部教授

9月15日 NHK総合

【まるっと！】
愛知のキラ星 日本一の太鼓の響き 日本福祉大学付属高校 和太鼓部「楽鼓」
地元にちなんだ曲を演奏 息を合わせる“打ち込み”

付属高校和太鼓部

9月16日 中日新聞

日福大付高生 バナナペーパーを活用 マスクケースを開発

付属高校3年E組、グエン･ファト 付属高校3年

9月15日 中日新聞（岐阜）

地域の縁大切に 介護研修会開催 海津

渡辺哲雄 中央福祉専門学校専任教員

9月15日 読売新聞

［ジュニアプレス］魂こめて思い伝える 全国高校総文祭・東京公演

付属高校和太鼓部

9月16日 中部経済新聞

ビジネスフェア2022 出展企業紹介

健康科学研究所

9月17日 中日新聞

駐車場に落書き カラフル 美浜・奥田小児童と日福大生 絵で交流深める

松下明生 教育・心理学部教授

9月17日 中日新聞

故木之下晃さん提唱 市井のお年寄りを写した「寿齢讃歌」展

木之下晃 元客員教授/卒業生

9月18日 中日新聞

大学野球 愛知秋季Ｌ(２部B：17日・名経大ほか)

硬式野球部
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9月19日 知多メディアス

【mediasエリアニュース】
日本福祉大学・学生コラボ企画 キャンペーンCM （9月19日～11月18日）
日本福祉大学の10人の学生が主に気候変動をテーマに取り組んでいるSDGs活動を発表

国際福祉開発学部3年 千頭ゼミの学生10名

9月20日 CBCラジオ

【つボイノリオの聞けば聞くほど】
斉藤雅茂教授ゼミで取り組んでいる認知症啓発プロジェクトの活動について学生二人が報告。
取り組みのテーマは“認知症になっても暮らしやすい社会づくり”

仲平千尋、福岡直也/社会福祉学部2年

9月20日 東海タイムズ

琴・太鼓 県代表全国大会へ

付属高校和太鼓部

9月21日 中日新聞

ロボットやＡＩ活用 介護負担軽減しよう 津のセミナーで学ぶ

尾林和子 福祉経営学部教授

9月21日 読売新聞

全国高校サッカー 県大会 56チーム全国目指す

付属高校サッカー部

9月21日 中日新聞（岐阜）

地域活性化へ提案

COC+に関わる学生5名（健康科学部3名、経済学部1名、
国際福祉開発学部1名）

9月22日 中部経済新聞

日本福祉大セミナー 福祉用具開発の事例紹介

健康科学研究所、福祉テクノロジーセンター

9月25日 読売新聞

愛知３校 力走実らず 大学女子駅伝選考会 岐阜・中京学院大Ｖ

陸上競技部

9月25日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L(２部B：24日・東海学園大ほか)

硬式野球部

9月26日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L(２部B：25日・愛産大ほか)

硬式野球部

障害ある子の性被害、どう向き合う

伊藤修毅 教育・心理学部准教授

9月27日 中国新聞

障害ある子の性被害 どう向き合う

伊藤修毅 教育・心理学部准教授

9月27日 中日新聞

バスケットボール 東海学生リーグ（25日・名経大）

女子バスケットボール部

9月27日 中日新聞

全尾張高校野球選手権大会知多地区予選会（24、25日・阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

9月28日 知多メディアス

【mediasエリアニュース】
里親制度 理解を深め 養育里親体験発表会
9月24日 日本福祉大学 東海キャンパス

東海キャンパス

9月29日 中日新聞

プレU18女子サッカーリーグ（18日・松屋地所）

付属高校サッカー部女子

9月29日 朝日新聞

孤独と向き合う 三十一文字 AI短歌

諏訪兼位 元学長、橋本英幸 元付属高校教員

9月30日 毎日新聞Web【Web】

コロナ特例貸し付け1.4兆円の行方 欠けた生活支援、回収は可能か

角崎洋平 社会福祉学部准教授

9月30日 CAC

【おしゃべりんぐ～この際、聞いとこ～】
小さいころに習い事で絵画をしていた際にヨーロッパの建造物を描いてから建築に関心を持ち始め、建築士をめざし
本学へ入学した森さん。これまで経験してきたこと、そしてこれから描いている将来の夢について語る

森智晶 健康科学部4年

9月30日 知多メディアス

【mediasエリアニュース】
#2030知多半島 メディアス×日福生連携企画
オオブユニティのSDGｓ「2030知多半島 バイオガス発電で温暖化対策へ」

常川瑚子、不破嘉心/国際福祉開発学部3年 千頭ゼミの学生

9月26日

中国新聞デジタル
【Web】
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