
掲載日 ジャンル 媒体名 学部 案件

2019/4/1・4・7 TV 未来スイッチ（NHK) 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/4/1 新聞
日本経済新聞
（札幌・東京・名古屋・大阪・福岡）

人間学部 鳥羽美香先生（総務省 恩給調査委員）

2019/4/4 WEB RanRun 保健医療技術学部 上田泰久先生（あなたはスマホ首大丈夫？！　肩・首こりのセルフケア）

2019/4/4 TV ガリベンガーV（テレビ朝日） 保健医療技術学部 樋口桂先生（人体の謎を解明せよ！）

2019/4/12 新聞 日刊木材新聞 まちづくり研究センター 地域交流拠点へ　福島産杉導入

2019/4/13 新聞 全私学新聞 大学 千葉県との就職に関する協定締結

2019/4/23 雑誌 けんいち 保健医療技術学部 上田泰久先生（脊髄疾患と姿勢・動作との関係）

2019/4/24 WEB ＠DIME 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/4/24 WEB グノシー 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/4/27 新聞 読売新聞 大学 千葉県との就職に関する協定締結

2019/5/1 雑誌 日経ヘルス 保健医療技術学部 上田泰久先生（首ふり筋膜はがし）

2019/5/2 雑誌 田舎暮らしの本6月号 大学 域学連携で地域づくり

2019/5/7 TV 先人たちの底力 知恵泉(NHK) 経営学部 島田昌和先生（廃藩置県　藩(クニ)をつぶして国家(クニ)をつくれ！）

2019/5/7 WEB DIET ポストセブン 保健医療技術学部 上田泰久先生（首こり・肩こりを解消する簡単エクササイズ４選）

2019/5/14 新聞 読売新聞 経営学部 島田昌和先生（株式会社は公共物　財閥と対決　孫正義の憧れ）

2019/5/27 新聞 岐阜新聞 大学 中京文京走走れ　応援団賞に輝く

2019/5/27 雑誌 週刊　税のしるべ 経営学部 文京学院大学で租税教室開催

2019/5/29 新聞 西日本新聞 人間学部 中島修先生（民生委員、制度をどう維持？）

2019/5/29 WEB 西日本新聞WEB 人間学部 中島修先生（民生委員、制度をどう維持？）

2019/5/30 WEB 文京経済新聞 まちづくり研究センター 文京学院大学にまちづくり研究センター「まちラボ」　お披露目会で在学生が提案発表

2019/6/12 新聞 教育学術新聞 大学 仁愛ホールで私学助成補助金説明会実施（特別補助の配分見直しも）

2019/6/13 TV 超人女子戦士 ガリベンガーV（テレビ朝日） 保健医療技術学部 樋口桂先生（おしっこの謎を解明せよ！）

2019/6/15 雑誌 税務財経 経営学部 文京学院大学で租税教室開催

2019/6/15 雑誌 産学官連携ジャーナル 経営学部 “ゆる可愛さ”と伝統のコラボ人形　「かみしもどーる」販売中

2019/6/15 WEB 産学連携ジャーナル 経営学部 “ゆる可愛さ”と伝統のコラボ人形　「かみしもどーる」販売中

2019/6/19 ラジオ J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 保健医療技術学部 上田泰久先生（つらい首コリ、寝たまま解消！「首ふり筋膜はがし」のやり方）

2019/6/20 新聞 北海道新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 新潟日報 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 京都新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 山陰中央新報 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 徳島新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 四国新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 東奥日報 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 山梨日日新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 千葉日報 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 山陽新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 長崎新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 佐賀新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/20 新聞 沖縄タイムス 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/24 WEB J-WAVE NEWS 保健医療技術学部 上田泰久先生（つらい首コリ、寝たまま解消！「首ふり筋膜はがし」のやり方）

2019/6/24 WEB gooニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（つらい首コリ、寝たまま解消！「首ふり筋膜はがし」のやり方）

2019/6/24 WEB dメニューニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（つらい首コリ、寝たまま解消！「首ふり筋膜はがし」のやり方）

2019/6/24 WEB オリコンニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（つらい首コリ、寝たまま解消！「首ふり筋膜はがし」のやり方）

2019/6/24 WEB mixiニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（つらい首コリ、寝たまま解消！「首ふり筋膜はがし」のやり方）

2019/6/24 WEB NEWS Collect 保健医療技術学部 上田泰久先生（つらい首コリ、寝たまま解消！「首ふり筋膜はがし」のやり方）

2019/6/26 WEB GOETHE 経営学部
島田昌和先生（【渋沢栄一】ビジネスパーソンなら必ず知っておきたい教養としての渋沢栄
一＜①青年期＞）

2019/6/26 WEB gooニュース 経営学部 “ゆる可愛さ”と伝統のコラボ人形　「かみしもどーる」販売中
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2019/6/27 WEB GOETHE 経営学部
島田昌和先生（渋沢栄一はどこまでお金にクリーンだったのか？＜②渡欧して学んだこと
＞）

2019/6/28 WEB GOETHE 経営学部
島田昌和先生（"新1万円札の顔"渋沢栄一はいかにしてお金のプロになったのか？＜③腕を試
した静岡藩時代＞）

2019/6/29 新聞 西日本新聞（福岡/夕刊） 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/6/29 WEB GOETHE 経営学部
島田昌和先生（"新1万円札の顔"渋沢栄一はいかにして出世したか？＜④貨幣制度の礎を築い
た新政府時代＞）

2019/6/30 WEB GOETHE 経営学部
島田昌和先生（"新1万円札の顔"渋沢栄一はいかにして伝説になったのか？＜⑤苦難の銀行開
業時代＞）

2019/7/1 新聞 琉球新報 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/7/2 TV 中京テレビNEWS 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/7/5 WEB CHUKYO TV NEWS 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/7/5 WEB Yahoo! ニュース 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/7/6 雑誌 月刊福祉 人間学部 中島修先生（地域づくりにおける社会福祉法人・施設の参画）

2019/7/11 新聞 朝日新聞（山梨版） 大学 山下泰子先生（やまなし女性国際セミナー登壇）

2019/7/13 新聞 埼玉新聞 保健医療技術学部 木附千晶先生（暴力使わず子どもに歩み寄って）

2019/7/15 雑誌 ㈱京都科学 広報誌 保健医療技術学部 正保哲先生（京都科学に関するコメント）

2019/7/17 新聞 教育学術新聞 大学 野口昇先生（新刊紹介）

2019/7/19 TV 情報ライブ ミヤネ屋(読売テレビ） 経営学部 公野勉先生（”京アニ放火火災”33人死亡　ヒット作連発・・・海外でも衝撃）

2019/7/20 TV ウェークアップ！ぷらす(日本テレビ） 経営学部 公野勉先生（”京アニ放火火災”33人死亡　ヒット作連発・・・海外でも衝撃）

2019/7/20 TV ニュース645(NHK) 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/7/20 WEB 首都圏ニュースWEB（ＮＨＫ） 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/7/26 新聞 東京新聞 経営学部 デイサービスの活動に「単位」　大学生とＮＰＯ　ふじみ野で運営

2019/7/26 WEB 東京新聞　WEB 経営学部 デイサービスの活動に「単位」　大学生とＮＰＯ　ふじみ野で運営

2019/7/26 WEB 47 NEWS 経営学部 デイサービスの活動に「単位」　大学生とＮＰＯ　ふじみ野で運営

2019/7/29 WEB 水上印刷株式会社WEB
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/8/2 新聞
ショッパー
（所沢/新所沢/川越中央版）

大学 55歳以上を対象に大学の開放授業講座

2019/8/19 WEB CGWORLD.jp 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/9/5 WEB 日本介護新聞 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/5 WEB livedoor Blog 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/5 TV ガリベンガーV(テレビ朝日） 保健医療技術学部 樋口桂先生（体液の謎スペシャル）

2019/9/6 新聞 しんぶん赤旗 大学 山下泰子先生（女性差別撤廃条約　40周年の到達みる）

2019/9/7 WEB Yahoo！ニュース 人間学部
中島修准教授（東京都がひきこもり当事者や家族を含む新協議会を設置へ　犯罪者予備軍扱
いからステークホルダーに）

2019/9/10 雑誌 CG WORLD 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/9/13 新聞 全私学新聞 人間学部 淑徳大学と公開講座を開催

2019/9/13 新聞 日刊木材新聞 まちづくり研究センター 古市太郎先生（地域交流拠点へ福島産杉導入）

2019/9/13 新聞 シルバー新報 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/15 新聞 福島民報 人間学部 卒業生の活躍

2019/9/16 WEB 認知症ねっと 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/16 WEB niftyニュース 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/16 WEB ニコニコニュース 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/16 WEB Infoseekニュース 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/16 WEB シニアライフ総研　特選ニュース 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/17 TV news every（日本テレビ）
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/9/18 TV
ウィークリーダイジェスト（三陸ブロード
ネット）

コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/9/20 新聞 岩手日報
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/9/21 新聞 復興釜石新聞
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/9/21 新聞 日本農業新聞 人間学部 「農」と里山シンポジウム

2019/9/21 新聞 東京新聞 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/21 WEB TOKYO Web 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/9/23 新聞 盛岡タイムス
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/9/24 TV NHK釜石ニュース（NHK）
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）



2019/9/24 WEB NHK WEB NEWS
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/9/26 新聞 朝日新聞 人間学部 「農」と里山シンポジウム

2019/9/26 新聞 毎日新聞 人間学部 美術でつながる～日韓における障害者美術活動の地域実践から～

2019/9/26 新聞 下野新聞
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/9/26 新聞 岩手日報
コンテンツ多言語知財化
センター

釜石復興支援プロジェクト（ねば～だるま）

2019/9/28 WEB 大学ジャーナル 経営学部 AED－１グランプリ

2019/9/30 WEB NEWS Collect 経営学部 AED－１グランプリ

2019/10/1 新聞 東商新聞 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ人を動かす力 第1回 危機克服の実地教育）

2019/10/1 WEB PT-OT-ST.NET 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/10/2 WEB 4gamers 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/10/4 WEB NIKKEI STYLE 保健医療技術学部 上田泰久先生（目も腕もつらい「スマホ首こり」　筋膜はがしでほぐす）

2019/10/4 WEB gooニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（目も腕もつらい「スマホ首こり」　筋膜はがしでほぐす）

2019/10/4 WEB dメニューニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（目も腕もつらい「スマホ首こり」　筋膜はがしでほぐす）

2019/10/5 WEB Yahoo!ニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（目も腕もつらい「スマホ首こり」　筋膜はがしでほぐす）

2019/10/8 WEB Work Master 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/9 WEB URBAN LIFE METRO 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/9 WEB PeX 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/9 WEB Yahoo!ニュース 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/9 WEB ECナビ 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/10 WEB 水産タイムス（日刊電子版） 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/12 WEB 大学ジャーナル 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/13 新聞 全私学新聞 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/10/14 新聞 水産タイムス 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/14 新聞 週刊水産新聞 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/15 WEB NEWS Collect 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/16 雑誌 NHKガッテン！ 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/17 WEB TABI LABO 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/17 WEB めるも 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/17 WEB GREE 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/17 WEB ライブドアニュース 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/10/19 新聞 北羽新報 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2019/10/21 新聞 岩手日日新聞 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2019/10/23 新聞 教育学術新聞 大学 学校法人監事の職務とは

2019/10/24 WEB ReseMom 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/10/24 WEB BIGLOBEニュース 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/10/24 WEB Ameba News（アメーバニュース） 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/10/24 WEB ORICON NEWS 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/10/24 WEB NewsCafe 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/10/25 新聞 東商新聞 経営学部
島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ人を動かす力 第2回 経営者・ビジネスマンのミニマムな必要
条件）

2019/10/26 新聞 神戸新聞 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/10/29 WEB Infoseekニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB 週刊女性PRIME 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB ニフティニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB BIGLOBEニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB mixiニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB グノシー 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB エキサイトニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）



2019/10/29 WEB ウーマンエキサイト 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB livedoorニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB Yahoo!ニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB 楽天WOMAN 保健医療技術学部 上田泰久先生（しつこい首・肩こりは『ゴロ寝ほぐし』で改善）

2019/10/29 WEB たまひよ 保健医療技術学部 小檜山敦子先生（安産祈願で巻くだけじゃない！妊婦の“腹帯”の役割とは）

2019/10/30 新聞 八重山毎日新聞 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2019/10/31 新聞 北國新聞 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2019/10/31 WEB CGWORLD.JP 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/10/31 WEB ACII.jp 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/11/2 TV ポルポ（テレビ朝日） 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/11/2 ラジオ 社会福祉セミナー （NHKラジオ第2） 人間学部 中島修先生（福祉教育とボランティア「福祉教育と地域福祉の推進」）

2019/11/2 WEB Yahoo!ニュース 保健医療技術学部 小檜山敦子先生（安産祈願で巻くだけじゃない！妊婦の“腹帯”の役割とは）

2019/11/2 WEB gooニュース 保健医療技術学部 小檜山敦子先生（安産祈願で巻くだけじゃない！妊婦の“腹帯”の役割とは）

2019/11/5 新聞 釧路新聞 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2019/11/7 TV ZIP!（日本テレビ） 保健医療技術学部 樋口桂教授（カラダの不思議～出来そうで出来ないこと～）

2019/11/8 新聞 北海道新聞 大学
山下泰子先生（講演会＆ワークショップ　「歴史に学び、拓こう未来～女性差別撤廃条約40
周年～」）

2019/11/9 ラジオ 社会福祉セミナー （NHKラジオ第2） 人間学部 中島修先生（福祉教育とボランティア「福祉教育の考え方と福祉教育プログラム」）

2019/11/11 WEB 日本語教育いどばた 大学 多読授業について

2019/11/13 新聞 読売新聞 大学 山下泰子先生（男女の平等を考える　17日札幌で講演）

2019/11/15 新聞 東商新聞 経営学部 島田昌和先生講演会紹介（新一万札の顔・渋沢栄一を紐解く　渋沢栄一の人材育成）

2019/11/15 WEB まんまる新聞（くらしの新聞社） 大学
山下泰子先生（女性差別撤廃条約４０周年…講演会＆ワークショップ 「男女平等はどこまで
進んでいるの？」 １１月１７日、札幌エルプラザ）

2019/11/16 ラジオ 社会福祉セミナー （NHKラジオ第2） 人間学部 中島修先生（福祉教育とボランティア「ボランティア活動の広がりと深まり」）

2019/11/16 新聞 北海道新聞 大学 山下泰子先生（あす男女平等テーマの講演）

2019/11/18 WEB リセマム 外国語学部 シンポジウム「マイノリティの子どものリアル」12/14

2019/11/18 WEB BIGLOBEニュース 外国語学部 シンポジウム「マイノリティの子どものリアル」12/14

2019/11/18 WEB Ameba News（アメーバニュース） 外国語学部 シンポジウム「マイノリティの子どものリアル」12/14

2019/11/18 WEB NEWS Collect（ニュースコレクト） 外国語学部 シンポジウム「マイノリティの子どものリアル」12/14

2019/11/18 WEB NewsCafe 外国語学部 シンポジウム「マイノリティの子どものリアル」12/14

2019/11/18 WEB CGWORLD.jp 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/11/20 TV ハートネットＴＶ(NHK) 大学 亜由未が教えてくれたこと 2019

2019/11/20 新聞 毎日小学生新聞 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/11/20 WEB 毎日小学生新聞 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/11/20 WEB 聖教新聞 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/11/20 WEB GoodMorning 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/11/22 新聞 東京新聞 大学 パイロットクラブ学生活動（バザーで福祉施設　応援）

2019/11/23 ラジオ 社会福祉セミナー（NHKラジオ第2） 人間学部 中島修先生(福祉教育とボランティア▽ボランティア活動とコミュニティサービス)

2019/11/25 新聞 東商新聞 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ人を動かす力 第3回 火中の栗の拾い方）

2019/11/25 新聞 十勝毎日新聞 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2019/11/26 新聞 福井新聞 保健医療技術学部 樋口桂先生（敦賀南小 大学教授招き教室）

2019/11/29 新聞 日刊工業新聞 経営学部 キャンパスベンチャーグランプリ東京

2019/11/29 WEB M&A Online 経営学部 キャンパスベンチャーグランプリ東京

2019/11/29 WEB CGWORLD.jp 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/11/30 WEB TSURINEWS 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/11/30 WEB exｃiteニュース 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/11/30 WEB Yahoo!ニュース 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/12/1 新聞 商工埼玉 経営学部 フクロウ型眼鏡置き・かみしもどーる

2019/12/1 雑誌 月刊 アクアネット 外国語学部 食糧危機の解決策としてのオキアミ活用

2019/12/2 新聞 The Japan News 外国語学部 第8回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト

2019/12/5 WEB 毎日新聞 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催



2019/12/5 新聞 毎日新聞 大学 子どもの権利条約フォーラム本学で開催

2019/12/10 新聞 静岡新聞 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2019/12/10 雑誌 CG WORLD 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/12/10 WEB CGWORLD.jp 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2019/12/13 雑誌 オトナ　プラス 保健医療技術学部 「認知症作業療法」啓発リーフレット制作

2019/12/15 新聞 函館新聞 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2019/12/16 新聞 読売新聞 外国語学部 第8回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト

2019/12/16 新聞 教育新聞 外国語学部 第8回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト

2019/12/16 WEB 教育新聞 外国語学部 第8回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト

2019/12/18 WEB SMART AGRI 経営学部 キャンパスベンチャーグランプリ東京

2019/12/19 WEB ICT教育ニュース 外国語学部 SNS活用した女性に対する暴力撤廃のキャンペーンイベント実施

2019/12/20 新聞 東商新聞 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ人を動かす力 第4回 組織の見解、個人の見解）

2019/12/24 新聞 The Japan News 外国語学部 第8回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト

2019/12/25 雑誌 文京区男女平等センターだより 外国語学部 文京オレンジデーキャンペーン

2019/12/26 雑誌 ふじみ野市報 保健医療技術学部 マッスルプロジェクトメンバーが寄付

2020/12/28 雑誌
月刊ビジネスアイ　エネコ　地球環境とエネ
ルギー

外国語学部 渡部吉昭先生（ゼミ生のオキアミ研究について）

2019/12/28 WEB Yahoo!ニュース 経営学部 エスカレーター安全利用啓発活動

2019/12/29 WEB Yahoo!ニュース 大学 Fランク大学が都市部で消滅へ

2020/1/1 新聞 東商新聞 経営学部 島田昌和先生（12/11開催渋沢記念セミナーでの講演紹介）

2020/1/1 雑誌 CLINIC BAMBOO 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ経営者の心 第1回 渋沢栄一と医療・福祉のかかわり）

2020/1/1 雑誌 社協情報 NORMA 人間学部
中島修先生の鼎談(社協と施設経営法人の連携・協働による公益的な取り組み～その可能性と
推進に向けた課題～）

2020/1/2 TV 日本人のおなまえっ！（NHK) 保健医療技術学部 上田泰久先生（僧帽筋”僧の帽子”で肩こり解消）

2020/1/7 新聞 岩手日報 大学 盛岡誠桜　壁高く（高校バレーを大漁旗で応援）

2020/1/17 新聞 日刊工業新聞 経営学部 キャンパスベンチャーグランプリ東京

2020/1/20 新聞 東商新聞 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ人を動かす力 第5回 情けは人のためならず）

2020/1/22 WEB Yahoo!ニュース 大学 コスパのいい大学～偏差値40～50台私大・学部の人気化＆穴場予想59校

2020/1/22 新聞 教育学術新聞 外国語学部
文科大臣賞にトリシットさん東北大学大学院1年
全国学生英語プレコン開く

2020/1/22 新聞 高齢者住宅新聞 人間学部 中島修先生のコメント

2020/1/23 新聞 読売新聞 経営学部 経営学部学生 ただいま活動中

2020/1/29 新聞 農業共済新聞 人間学部 中山智晴先生（里山は学びのキャンパス）

2020/1/30 WEB 埼玉県公式ウェブサイト 大学 埼玉県、55歳以上対象「大学開放授業講座」受講者募集

2020/2/1 雑誌 CLINIC BAMBOO 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ経営者の心 第2回 医療・福祉分野での渋沢の役割と使命）

2020/2/1 雑誌 改革者 外国語学部 岡本至先生寄稿（日本が一帯一路に協力してはならない五つの理由）

2020/2/3 新聞 日本経済新聞 経営学部 島田昌和先生（なぜいま 渋沢栄一？『渋沢栄一』より抜粋）

2020/2/3 新聞 全私学新聞 経営学部 島田昌和先生の講演会

2020/2/3 WEB リセマム 大学 埼玉県、55歳以上対象「大学開放授業講座」受講者募集

2020/2/3 WEB Yahoo!ニュース 大学 埼玉県、55歳以上対象「大学開放授業講座」受講者募集

2020/2/3 WEB ORICON NEWS 大学 埼玉県、55歳以上対象「大学開放授業講座」受講者募集

2020/2/3 WEB News Collect 大学 埼玉県、55歳以上対象「大学開放授業講座」受講者募集

2020/2/3 WEB NEWS CAFÉ 大学 埼玉県、55歳以上対象「大学開放授業講座」受講者募集

2020/2/5 新聞 宇部日報 保健医療技術学部 上田泰久先生（首凝りのセルフケア）

2020/2/5 雑誌 知っていますか　香りのこと 人間学部 小林剛史先生の論文

2020/2/10 雑誌 CG WORLD 経営学部 第9回『CGWORLD 2019 クリエティブカンファレンス』

2020/2/12 新聞 福島民報 人間学部 グリーン・ツーリズム 経験学生1割未満 逢瀬で会議、文京学院大生発表

2020/2/14 WEB Every Life 大学 学生が川越市へ義援金寄付

2020/2/14 WEB B to Bプラットフォーム 業界ch 大学 学生が川越市へ義援金寄付

2020/2/14 WEB 豪田ヨシオ部 大学 学生が川越市へ義援金寄付

2020/2/18 新聞 岩手日報 大学 釜石市と包括連携協定を締結

2020/2/19 新聞 復興釜石新聞 大学 釜石市と包括連携協定を締結



2020/2/19 WEB WorkMaster 大学 「能楽」について学ぶインターンシップを実施

2020/2/20 新聞 東商新聞 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ人を動かす力 第6回 リーダー育成？それとも全員教育？）

2020/2/26 新聞 教育学術新聞 大学 釜石市と包括連携協定を締結

2020/2/28 新聞 盛岡タイムス 大学 釜石市と包括連携協定を締結

2020/3/1 雑誌 ふれあいケア 人間学部 奈良環先生（介護福祉士養成校における実習指導）

2020/3/3 新聞 東京新聞 大学 「東大前」にある大学　古今亭駒治さん

2020/3/3 WEB 東京新聞　TOKYO WEB 大学 「東大前」にある大学　古今亭駒治さん

2020/3/3 新聞 全私学新聞 大学 釜石市と包括連携協定を締結

2020/3/4 新聞 朝日新聞 大学 釜石市と包括連携協定を締結

2020/3/4 WEB 朝日新聞DIGITAL 大学 釜石市と包括連携協定を締結

2020/3/13 新聞 全私学新聞 大学 学生が川越市へ義援金寄付

2020/3/20 新聞 東商新聞 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ人を動かす力 最終回 後世に判断を託す勇気）

2020/3/24 雑誌 月刊コンビニ 大学 川邉信雄名誉教授（コンビニFCシステムにおける本部対加盟店の軋轢）


