学校法人日本福祉大学メディア情報一覧（2022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 毎日新聞

返済迫るコロナ貸付金 総額1.4兆円 自己破産も

角崎洋平 社会福祉学部准教授

10月1日 CCNC

【世間遺産】
日本福祉大学＜前編＞（10月1日～10月15日放送）

山根真紀 スポーツ科学部教授、兒玉 友 スポーツ科学部准教授、
坂口竜茉 スポーツ科学部1年、横田麻鈴 経済学部2018年卒、
寺田瞬 美浜事務室員

10月2日 中日新聞

高校小編成の部で日福大付属が金賞 中部吹奏楽コンクール

付属高校吹奏楽部

10月2日 中日新聞

全尾張高校野球選手権大会知多地区予選会（1日・阿久比球場）

付属高校硬式野球部

10月2日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L（２部B：1日・愛産大ほか）

硬式野球部

10月2日 BS TBS

【アスリート夢共演】
高橋峻也(パラ陸上)＆北口榛花(陸上) ＜前編＞

高橋峻也 経済学部2021年卒

10月3日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L（２部B：2日・至学館大ほか）

硬式野球部

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（1日・高浜市碧南グラウンド）

女子ソフトボール部

10月4日 中日新聞

多様な市民 まちづくり参画 蒲郡の諮問機関が市長に指針

吉村輝彦 国際福祉開発学部教授

夢と希望の名古屋まつりに １５、１６日開催 三英傑と三姫が決まる

佐々木雄一郎 付属高校卒/中央福祉専門学校卒

10月4日 福祉新聞

[書籍紹介]月刊福祉 2022 11月号 平時から災害に向き合う

原田正樹 社会福祉学部教授

10月5日 朝日新聞

[東海教育ウォッチ]GFS 足元の課題見つける 日本福祉大学付属高校

付属高校、松永太志教頭

10月5日 テレビ愛知

【5時スタ】
保証人いない高齢者 公営住宅に入居できず
保証人制度に悩む高齢者の現状は？生解説 1人暮らしの高齢者 保証人どうする？

藤森克彦 福祉経営学部教授

10月6日 中日新聞

内田家秋のお楽しみデー（郷土学習講座）

曲田浩和 経済学部教授

10月7日 中日新聞

福祉やりがい知って 半田 大学生向けに仕事紹介イベント

石巻花菜 社会福祉学部1年

10月8日 読売新聞

公営住宅に保証人 ８５自治体 東海４県 入居規定見直し進まず＝愛知

藤森克彦 福祉経営学部教授

10月9日 毎日新聞（三重）

彩人旬人：笑顔と驚き、届けたい 学習塾を経営する道化師 小坂友哉さん（２９） ／三重

小坂友哉 子ども発達学部2016年卒

10月9日 中日新聞

大学野球 愛知秋季L（２部B：８日・愛産大グラウンド）

硬式野球部

10月9日 BS TBS

【アスリート夢共演】
高橋峻也(パラ陸上)＆北口榛花(陸上) ＜後編＞

高橋峻也 経済学部2021年卒

10月10日 毎日新聞

ひと＠東海：学習塾を経営する道化師 小坂友哉さん（２９） 笑顔と驚き、届けたい ／愛知

小坂友哉 子ども発達学部2016年卒

10月12日 中日新聞

ソフトボール 東海地区大学リーグ（9日・各務原市総合運動公園）男子

男子ソフトボール部

10月12日 東京新聞[夕刊]

健康まっぷ ポイント制度で介護予防 ボランティア参加→地域交流増

斉藤雅茂 社会福祉学部教授
伊藤大介 社会福祉学部助教

10月12日 中日新聞

ソフトボール 東海地区大学リーグ（8日・高浜市碧海グラウンド）女子

女子ソフトボール部

10月13日 中部経済新聞

尾州廻船の活動テーマに海運史・流通史を再検討 日本福祉大研究所

曲田浩和 経済学部教授/知多半島総合研究所長
髙部淑子 研究所教授（主任研究員）

10月13日 中日新聞

バスケットボール部 東海学生リーグ（9日・名経大）

女子バスケットボール部

10月13日 中部経済新聞

東海市ＳB支援ネットがイベント

日本福祉大学

10月13日 中日新聞

ヘルプマークそっくり困った 椎名林檎さんグッズ 利用者「変更を」

綿祐二 福祉経営学部教授

10月13日 中日新聞（西濃総合）

子どもの手形 クジラ彩る 神戸 日本福祉大生 ワークショップ

松下明生 教育・心理学部教授
宇野呼夏 子ども発達学部4年

10月14日 東京新聞

酷似 ヘルプマーク 椎名林檎さんグッズ 利用者困惑「変更を」

綿祐二 福祉経営学部教授

中日新聞（別刷岐阜特
10月15日
集）

第１２回ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会 あす号砲 我がまち背負い３年ぶりたすき

桑原舞 スポーツ科学部2年

10月4日

10月15日

中日新聞（なごや東総
合/市民総合）

メディアスエフエム
【ラジオ】

【メディアスエフエムクラブSP】
東海市と東海市の姉妹都市の大学生の皆さんとSDGs目標の1つ「ジェンダー平等の実現」についてディスカッ 千頭聡 国際福祉開発学部教授
ション

10月16日 読売新聞

全国高校サッカー県大会＝愛知(15日)2回戦

付属高校サッカー部

10月16日 CCNC

【世間遺産】
日本福祉大学＜後編＞（10月16日～10月31日放送）

斉藤雅茂 社会福祉学部教授、山本奈生子 社会福祉学部4年、
山本鈴花 社会福祉学部2年、村田涼 スポーツ科学部1年、
和田潤巳 スポーツ科学部1年、横田麻鈴 経済学部2018年卒

10月18日 中日新聞

教員や教育研究 生徒が成果披露 半田東高卒業発表会

半田キャンパス

10月18日 中日新聞（飛騨総合）

金山の住民組織と愛知・日福大ゼミ 若者の意見 活性化に 少子高齢化進み連携協定

田中優 社会福祉学部教授

10月18日 福祉新聞

日本福祉大 障害児の対人スキル向上 学生考案すごろくモニター募集

フィールド実践演習[社会福祉学部 斉藤雅茂教授担当クラス]の履修
生、エヌ･エフ･ユー

10月18日 福祉新聞

ニッセイ財団シンポ 会場とオンラインで 11月17日締め切り

原田正樹 社会福祉学部教授
奥田知志 客員教授、白澤政和客員教授
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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19日 中日新聞

ボッチャ協力してプレー 美浜上野間小児童24人体験

安藤佳代子 スポーツ科学部准教授

10月19日 日本経済新聞

コロナ貸し付け 迫る返済 総額1.4兆円、来月1月から

角崎洋平 社会福祉学部准教授

10月20日 樹林舎【書籍】

写真アルバム 知多半島の100年

日本福祉大学、森靖雄 元経済学部教授

10月23日 中日新聞

武豊でボランティアしよう

木全克巳 元社会福祉学部准教授

10月23日 中日新聞

バスケットボール 東海学生リーグ(15日・日福大)(16日・日福大)

女子バスケットボール部

10月23日 読売新聞

全国高校サッカー県大会＝愛知(22日)3回戦

付属高校サッカー部

10月24日 中日新聞

陸上 東海学生選手権第1日(22日・岐阜長良川競技場)=1位記録

山田葵 スポーツ科学部2年

10月24日 中日新聞（静岡）

バスケットボール 東海学生リーグ(22日・静岡草薙総合運動場体育館)

女子バスケットボール部

10月24日 朝日新聞

10代の心 素直に 高校総文祭 演劇優秀校公演

付属高校和太鼓部

10月24日 東京新聞ほか9紙

コロナ貸付金 返済免除１２９５億円に 件数の３５％申請 生活再建難しく 全国調査

角崎洋平 社会福祉学部准教授

10月24日 知多メディアス

【知多半島まるごとガイド ちたまる】
特集：1.5℃の約束 日本福祉大学の学生とコラボ サステナブルファッションについて紹介

国際福祉開発学部 千頭ゼミの学生

10月25日 中日新聞[夕刊]

ポケカで夢 ゲットだぜ 利益を増やして次の町へ 愛知の学生、専門店3店舗目計画

楠生健真 社会福祉学部4年

10月25日 中日新聞（静岡）

バスケットボール 東海学生リーグ(23日・静岡草薙総合運動場体育館)

女子バスケットボール部

10月25日 Standard愛知【雑誌】

【Standard愛知 _Vol.51 高校スポーツ冬の大会大特集(2022年11-12月号)】LAST WINTER STORY 2022
全日本大学女子ソフトボール選手権大会

女子ソフトボール部

10月28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
木質化＆地産地消でCO2削減 「2030知多半島 建物の木質化で地産地消を推進」

和田渉夢、渡辺乃里香/国際福祉開発学部3年・千頭ゼミの学生
千頭聡 国際福祉開発学部教授
坂口大史 健康科学部准教授

10月30日 中日新聞

全尾張高校野球選手権大会決勝大会（29日・阿久比球場ほか）

付属高校硬式野球部

10月30日 読売新聞

全国高校サッカー県大会＝愛知(29日)準々決勝

付属高校サッカー部

10月31日 長野日報

高遠城址公園の「もみじ祭り」満足度・改善点を調査 高遠高と日本福祉大 来場者アンケート

鈴木健司 経済学部准教授、
経済学部開講科目「ローカルフィールドワーク」履修の1・2年生
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