
掲載日 ジャンル 媒体名 学部 案件

2020/4/1 雑誌 クリニックBAMBOO 経営学部 島田昌和教授（渋沢栄一に学ぶ経営者の心 第4回 オープンな組織運営のコツとは？－「財閥」に「株式会社」で挑むー）

2020/4/1 新聞 高齢者住宅新聞 人間学部 中島修教授（社福の地域共生を考えるシンポジウムの登壇紹介）

2020/4/4 WEB 25ansオンライン 保健医療技術学部 柿崎藤泰教授（有名医師が指南！ おうちでできる“コロナ疲れ”を解消する11の方法）

2020/4/8 TV あさイチ（NHK) 保健医療技術学部 上田泰久准教授（“首の筋肉”大研究）

2020/4/9 WEB 文京区公式ウェブサイト 保健医療技術学部 産後うつ予防啓発リーフレット「ママから笑顔がきえるとき」

2020/4/17 TV 全力！脱力タイムズ（フジテレビ) 保健医療技術学部 樋口桂教授（人間のカラダの不思議）

2020/4/20 雑誌 週刊ポスト 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（長生きしたければ「肺」を鍛える！ 自宅でできるかんたんトレーニング）

2020/4/21 WEB NEWSポストセブン 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB BLOGOS（ブロゴス） 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB BIGLOBEニュース 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB ニフティニュース（@niftyニュース） 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB livedoorニュース 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB dメニューニュース 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB Yahoo!ニュース 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB Infoseekニュース 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB gooニュース 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/21 WEB au Webポータル 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（コロナに対抗　自宅で「肺」を鍛える簡単トレーニングのやり方）

2020/4/23 WEB 日経DUAL 外国語学部 甲斐田万智子先生（法改正で親による体罰が禁止に　しつけは変わるのか）

2020/4/24 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 第2回FCシステムに内在する利害対立の構図）

2020/5/1 新聞 四国新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュース早わかり 「自分の意見」を自由に）

2020/5/1 雑誌 クリニックBAMBOO 経営学部 島田昌和教授（渋沢栄一に学ぶ経営者の心 第5回 明治期における感染症の蔓延と渋沢）

2020/5/2 雑誌 日経ヘルス6月号 保健医療技術学部 理学療法学科卒業生のコメント

2020/5/3 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュースなぜなに 自由に意見できる 日本の取り組みは不十分）

2020/5/3 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュースなぜなに 自由に意見できる 日本の取り組みは不十分）

2020/5/4 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュースなぜなに？ 自由に意見を言える）

2020/5/5 雑誌 潮 人間学部 中島修先生（民生委員ってご存知ですか？）

2020/5/5 新聞 しんぶん赤旗 外国語学部 甲斐田万智子先生（体罰ない社会へ）

2020/5/5 新聞 下野新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュースなぜなに？ 自由に意見を言える）

2020/5/8 新聞 信濃毎日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュース+プラス 意見を聞いてもらえる権利がある）

2020/5/10 新聞 福島民報 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュースなぜなに 子どもも意見 自由に）

2020/5/10 新聞 室蘭民報 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュースなぜなに 子どもの権利条約学ぶ（上））

2020/5/10 WEB 横須賀市公式ウェブサイト 保健医療技術学部 産後うつ予防啓発リーフレット「ママから笑顔がきえるとき」

2020/5/11 新聞 中部経済新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュースなぜなに？ 子どもに記者会見する国も）

2020/5/11 WEB Gamer 人間学部
長野祐一郎先生（「バイオハザード RE:3」開発にマクロミルのニューロリサーチが採用―心拍数などからプレイ中の心理状態を分
析）

2020/5/11 WEB msnニュース 人間学部
長野祐一郎先生（「バイオハザード RE:3」開発にマクロミルのニューロリサーチが採用―心拍数などからプレイ中の心理状態を分
析）

2020/5/11 WEB ORICON NEWS 人間学部
長野祐一郎先生（「バイオハザード RE:3」開発にマクロミルのニューロリサーチが採用―心拍数などからプレイ中の心理状態を分
析）

2020/5/11 WEB エンタメプラス 人間学部
長野祐一郎先生（「バイオハザード RE:3」開発にマクロミルのニューロリサーチが採用―心拍数などからプレイ中の心理状態を分
析）

2020/5/11 WEB NEWS Collect（ニュースコレクト） 人間学部
長野祐一郎先生（「バイオハザード RE:3」開発にマクロミルのニューロリサーチが採用―心拍数などからプレイ中の心理状態を分
析）

2020/5/11 WEB エンタメポスト 人間学部
長野祐一郎先生（「バイオハザード RE:3」開発にマクロミルのニューロリサーチが採用―心拍数などからプレイ中の心理状態を分
析）

2020/5/15 新聞 信濃毎日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（ニュース+プラス 「私たちなしでは決めないで」）

2020/5/16 新聞 読売新聞（夕刊） 経営学部 島田昌和先生（アパレル史 回顧本相次ぐ）

2020/5/17 新聞
中日新聞（名古屋/福井/長野/三重・北陸
/滋賀）

外国語学部 甲斐田万智子先生(子どもは自由に意見言える　子どもの権利条約（上）)

2020/5/22 新聞 日刊県民福井 外国語学部 甲斐田万智子先生（子どもは自由に意見言える　子どもの権利条約（上））

2020/5/23 新聞 東京新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（子どもは自由に意見できる　子どもの権利条約（上））

2020/5/24 新聞
中日新聞（名古屋/福井/長野/三重・北陸
/滋賀）

中日新聞社 甲斐田万智子先生(子どもの声 社会を変える　子どもの権利条約（下）)

2020/5/24 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 第3回紛争の調整と解決の構図）

2020/5/25 新聞 日刊県民福井 外国語学部 甲斐田万智子先生（子どもの声 社会を変える　子どもの権利条約（下））

2020/5/25 WEB 流山市公式ウェブサイト 保健医療技術学部 産後うつ予防啓発リーフレット「ママから笑顔がきえるとき」

2020/5/30 新聞 東京新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（子どもに記者会見する国も　子どもの権利条約（下））

2020/6/1 TV 関ジャニ∞クロニクルF 保健医療技術学部 樋口桂先生（カラダの不思議を（秘）ガチ検証！）

2020/6/1 雑誌 クリニックBAMBOO 経営学部 島田昌和先生（渋沢栄一に学ぶ経営者の心）

2020/6/3 新聞 全私学新聞 経営学部 島田昌和先生書籍紹介（読書ー新刊を紹介します　「きものとデザイン」）

2020/6/4 WEB ニューズウィーク日本版 経営学部 島田昌和先生（着物は手が届かない美術品か、海外製のインクジェット振袖か）

2020/6/4 WEB LINE NEWS（ラインニュース） 経営学部 島田昌和先生（着物は手が届かない美術品か、海外製のインクジェット振袖か）

2020/6/4 WEB Yahoo!ニュース 経営学部 島田昌和先生（着物は手が届かない美術品か、海外製のインクジェット振袖か）

2020/6/15 TV ワールドビジネスサテライト 保健医療技術学部 保健医療技術学部対面授業再開（＜コロナクライシス・経済回復への道＞“第２波”に備える現場は…）

2020/6/15 新聞 週刊医学界新聞 保健医療技術学部 福井勉先生（第31回「理学療法ジャーナル賞」）

2020/6/22 新聞 日本経済新聞 人間学部 中島修先生（見守りたい でも会えない　「コロナ後」の活動 あり方は）

2020/6/22 WEB 日経電子版 人間学部 中島修先生（高齢者見守り、会えぬもどかしさ　コロナ禍で活動制約）

2020/6/24 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（１）　「あたりまえ」守ろう）

2020/6/24 新聞 繊研新聞 経営学部 島田昌和先生書籍紹介（きものとデザイン つくり手・売り手の一五〇年）

2020/6/24 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 第4回本部と加盟店の軋轢の始まり）

2020/6/28 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（１）　子の権利「あたりまえ」）

2020/6/30 WEB 花王プロフェッショナル業務改善ナビ 保健医療技術学部 藤谷克己先生（水虫（足白癬）でご利用者様が転倒？リスクと予防策を知ろう ）

2020/7/1 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（１）　「あたりまえ」の権利守って）

2020/7/2 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもが持つ「あたりまえ」）

2020/7/4 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（１）　子どもの「あたりまえ」）
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2020/7/5 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（2）　子ども自身が問題発信）

2020/7/6 WEB 号外NET 文京区 コンテンツ多言語知財化センター 【文京区】学生が「おうちゃ時間」という素敵なおうち時間を考案しました

2020/7/7 WEB 街の灯トーク 外国語学部 甲斐田万智子先生（コロナ禍で追い込まれる子どもたち）

2020/7/7 WEB 動き痛みLab 保健医療技術学部 福井勉先生（皮膚の運動学を臨床に活かす（ウェビナー））

2020/7/8 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（１）　保障する人必ずいる）

2020/7/9 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（2）　子どもの権利自分で知ろう）

2020/7/10 WEB ニューズウィーク日本版 経営学部 島田昌和先生寄稿（ウィズコロナの教育は「オンラインでやればいい」では解決しない）

2020/7/10 WEB LINE NEWS 経営学部 島田昌和先生寄稿(ウィズコロナの教育は「オンラインでやればいい」では解決しない)

2020/7/12 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（3）　子どもの声に耳傾けて）

2020/7/13 WEB Yahoo!ニュース 経営学部 島田昌和先生寄稿(ウィズコロナの教育は「オンラインでやればいい」では解決しない)

2020/7/14 WEB 川越経済新聞 コンテンツ多言語知財化センター 文京学院大学、「おうちゃ時間プロジェクト」で医療従事者を支援

2020/7/14 WEB Yahoo!ニュース コンテンツ多言語知財化センター 文京学院大学、「おうちゃ時間プロジェクト」で医療従事者を支援

2020/7/14 WEB gooニュース コンテンツ多言語知財化センター 文京学院大学、「おうちゃ時間プロジェクト」で医療従事者を支援

2020/7/14 WEB 緑のgoo コンテンツ多言語知財化センター 文京学院大学、「おうちゃ時間プロジェクト」で医療従事者を支援

2020/7/14 WEB dメニューニュース コンテンツ多言語知財化センター 文京学院大学、「おうちゃ時間プロジェクト」で医療従事者を支援

2020/7/15 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（3）　子どもの意見 どんなときも聴いて）

2020/7/16 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（3）　自分の考えを自由に）

2020/7/18 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（2）　発信で子どもは笑顔に）

2020/7/19 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分自身で人生選択を）

2020/7/24 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 第5回初期の軋轢に対する行政機関と本部の対応）

2020/7/25 新聞
日本経済新聞（東京/名古屋/福岡/札幌/
大阪）

経営学部 円・ドルダービー　全国学生対抗戦　1回戦、愛知学院大チームが首位

2020/7/25 WEB 日経電子版 経営学部 経営学部生が「第20回学生対抗円ダービー」で5位入賞

2020/7/25 新聞 公明新聞 人間学部 中島修先生（コロナ禍の高齢者の社会的孤立について）

2020/7/25 WEB 公明党公式ホームページ 人間学部 中島修先生（コロナ禍の高齢者の社会的孤立について）

2020/7/26 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学びの形 見直す機会に)

2020/7/29 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　子ども自ら選択必要)

2020/7/29 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　「あたりまえ」を見直す)

2020/7/29 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもの「あたりまえ」）

2020/7/30 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る）

2020/8/1 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　どんなときも子どもの声を)

2020/8/2 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　違い理解 いじめなくせる)

2020/8/5 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　ありのままでいる権利)

2020/8/5 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　発信で子どもは笑顔に)

2020/8/6 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ場所を選ぶ自由)

2020/8/9 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性理解 生きる力に)

2020/8/10 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもの「あたりまえ」)

2020/8/12 TV ソレダメ！（テレビ東京） 保健医療技術学部 樋口桂先生（からだの不思議の新常識）

2020/8/12 新聞 朝日新聞（埼玉） 大学 県が大学と連携「開放授業講座」

2020/8/12 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子の「あたりまえ」守る)

2020/8/12 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学校が全てではない)

2020/8/12 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性学び生きる力に)

2020/8/12 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（3）　どんなときも子どもの声を）

2020/8/13 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　いじめはなくせる)

2020/8/13 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもの「あたりまえ」)

2020/8/15 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る)

2020/8/19 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る）

2020/8/19 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（6）　「周囲と違う」認めて）

2020/8/20 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力を）

2020/8/20 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（2）　発信で子どもは笑顔に）

2020/8/20 雑誌 美しいキモノ2020年秋号 経営学部 島田昌和先生書籍紹介（きものとデザイン つくり手・売り手の一五〇年）

2020/8/23 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子 支援する義務）

2020/8/24 新聞 日本教育新聞 人間学部 森田和良先生（NPO法人授業高度化支援センター・第9回授業高度化セミナー）

2020/8/24 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（2）　勇気出して発信を）

2020/8/24 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 第6回経済低迷による利害の対立と係争事件の増加）

2020/8/24 WEB ICT教育ニュース 大学 文京学院大学生と同大女子中高生が英国のサマープログラムにオンライン参加

2020/8/25 TV ニュース シブ5時 保健医療技術学部 柿崎藤泰先生（特集 「呼吸を鍛える」体操）

2020/8/25 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！　子どもの「あたりまえ」）

2020/8/26 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（7）　異なる考え方 学べる）

2020/8/26 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法や場所選ぶ自由）

2020/8/26 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子ども 支援は義務）

2020/8/27 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子どもも仲間）

2020/8/27 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（3）　どんなときも子どもの声を）

2020/8/30 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（9）　性的少数者 差別しない）

2020/8/31 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（3）　どんなときも子どもの声を）

2020/9/1 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！ 発信で子どもは笑顔に)

2020/9/2 新聞 教育学術新聞 大学 本学の組織的コロナ対応について

2020/9/2 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（1）　健やかに成長させるため）

2020/9/2 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別しない)

2020/9/2 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　いじめはなくせる？



2020/9/2 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　偏見取り除き支援を)

2020/9/2 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　子ども自ら問題発信)

2020/9/3 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別しない）

2020/9/3 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る)

2020/9/6 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害 子は悪くない)

2020/9/8 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！ どんなときも子どもの声を)

2020/9/9 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力を)

2020/9/9 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　自らの発信で世界変わる)

2020/9/9 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　子どもの声聞く努力を)

2020/9/9 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害 悪いのは加害者）

2020/9/9 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　固定観念 差別の土壌)

2020/9/10 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害 子どもは悪くない)

2020/9/10 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法や場所 選ぶ自由)

2020/9/11 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもの「あたりまえ」守る)

2020/9/13 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/9/14 雑誌 AERA 保健医療技術学部 上田泰久先生（肩こりは今すぐ根治できる）

2020/9/15 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　「あたりまえ」を与えて)

2020/9/16 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子どもも仲間)

2020/9/16 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　子どもの意見聴く姿勢を)

2020/9/16 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　「力」で押さえつけない)

2020/9/16 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る)

2020/9/16 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　子どもたち悪くない)

2020/9/17 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　いじめはなくせる？)

2020/9/16 WEB Yahoo!ニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（首の付け根がこる肩こり…実は「首こり」の場合も？「専用エクササイズ」で解消！）

2020/9/16 WEB gooニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（首の付け根がこる肩こり…実は「首こり」の場合も？「専用エクササイズ」で解消！）

2020/9/16 WEB mixiニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（首の付け根がこる肩こり…実は「首こり」の場合も？「専用エクササイズ」で解消！）

2020/9/16 WEB AERA dot. 保健医療技術学部 上田泰久先生（首の付け根がこる肩こり…実は「首こり」の場合も？「専用エクササイズ」で解消！）

2020/9/16 WEB dメニューニュース 保健医療技術学部 上田泰久先生（首の付け根がこる肩こり…実は「首こり」の場合も？「専用エクササイズ」で解消！）

2020/9/16 WEB gooグルメ＆料理 保健医療技術学部 上田泰久先生（首の付け根がこる肩こり…実は「首こり」の場合も？「専用エクササイズ」で解消！）

2020/9/16 WEB auヘッドライン 保健医療技術学部 上田泰久先生（首の付け根がこる肩こり…実は「首こり」の場合も？「専用エクササイズ」で解消！）

2020/9/17 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/9/18 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもの「あたりまえ」)

2020/9/19 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法や場所を選ぶ自由)

2020/9/19 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもの「あたりまえ」)

2020/9/19 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもの「あたりまえ」)

2020/9/20 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもの声聴く社会に)

2020/9/21 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る)

2020/9/21 雑誌 THE MEDICAL&TEST JOURNAL 保健医療技術学部 大久保滋夫先生(自動分析装置における反応タイムコースの基礎と活用事例)

2020/9/22 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　自分の権利 諦めないで)

2020/9/22 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　自分の人生を選び取る)

2020/9/23 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別しない)

2020/9/23 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　人生は自分で選択できる)

2020/9/23 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　考えや気持ち尊重を)

2020/9/23 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　声上げられる社会に)

2020/9/23 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学びの手段 見直す機会に)

2020/9/24 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもたちの声聴く社会に)

2020/9/24 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力を)

2020/9/24 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 第7回コンビニ・FC加盟店全国協議会の設立）

2020/9/25 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　子ども自身の発信で笑顔に)

2020/9/25 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　学校の同調圧力やめて)

2020/9/27 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもに優しいまちを)

2020/9/28 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法や場所を選ぶ自由)

2020/9/29 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　学ぶ方法や場所を選ぶ自由)

2020/9/29 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　子どもの声を聴こう)

2020/9/29 WEB
ENGLISH PRESENTATION
CONTEST 公式ホームページ

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優秀賞（個人の部）受賞学生

2020/9/30 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害、子どもは悪くない)

2020/9/30 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもにやさしいまちへ)

2020/9/30 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　「代弁者」制度広がる)

2020/9/30 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学校以外も自由に選べる)

2020/10/1 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもにやさしいまち)

2020/10/1 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子どもも仲間)

2020/10/1 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　守られ、健やかに)

2020/10/1 WEB 教育家庭新聞 大学 対面＋オンライン（ライブ＋オンデマンド）で後期スタート　サプライズゲストも登場～文京学院大学

2020/10/2 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　どんなときも子どもの声を)

2020/10/2 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　多様性から生きる力を)

2020/10/3 新聞 全私学新聞 経営学部 学生制作映画『蒼穹』のブルーレイ発売について

2020/10/3 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　発信で子どもは笑顔に)

2020/10/3 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　発信で子どもは笑顔に)

2020/10/4 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　見えない貧困 声聞いて)



2020/10/5 新聞 日本商業新聞 人間学部 長野祐一郎先生(ストレス評価法を開発)

2020/10/5 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　いじめはなくせる？)

2020/10/6 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　子どもの権利守る義務)

2020/10/6 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る)

2020/10/6 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　いじめはなくせる？)

2020/10/7 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　「あたりまえ」守る義務)

2020/10/7 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/10/7 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　深刻な「見えない貧困」)

2020/10/7 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　多くの自治体が条例)

2020/10/7 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　もう同調圧力はやめよう)

2020/10/7 新聞 粧業日報 人間学部 長野祐一郎 (コーセー、個々人のストレス耐性を判別する評価法を開発)

2020/10/7 WEB 週刊粧業オンライン 人間学部 長野祐一郎先生と株式会社コーセーとの共同研究

2020/10/8 TV
ネーミングバラエティー 日本人のおなま
えっ！（NHK）

保健医療技術学部 上田泰久先生（肩こりのメカニズムについて）

2020/10/8 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声)

2020/10/8 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別しない)

2020/10/8 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　子どもの権利 侵害されたら相談を)

2020/10/9 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　子どもは人生を自分で選べる)

2020/10/9 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　仲間として生活支援を)

2020/10/10 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　いじめはなくせる？)

2020/10/10 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　どんなときも子どもの声を)

2020/10/10 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　どんなときも子どもの声を)

2020/10/11 新聞 沖縄タイムス 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもと世界を変える)

2020/10/13 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法や場所は自由)

2020/10/13 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　発信で子どもは笑顔に)

2020/10/13 新聞 全私学新聞 大学 ウズベキスタン留学生を励ます会 琴・三味線・尺八による演奏

2020/10/13 WEB ICT教育ニュース 大学 文京学院大、1年生の不安や悩みを聞くオンライン「先輩チャットラウンジ」開催

2020/10/13 WEB ICT教育ニュース 大学 オンライン大学祭 初開催～コロナ禍での学生団結力を活かした大学祭を実現～文京学院大学

2020/10/13 WEB 教育家庭新聞 大学 オンライン大学祭 初開催～コロナ禍での学生団結力を活かした大学祭を実現～文京学院大学

2020/10/13 WEB WorkMaster 大学 オンライン大学祭 初開催～コロナ禍での学生団結力を活かした大学祭を実現～文京学院大学

2020/10/14 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力学ぶ)

2020/10/14 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもたちから上がる声)

2020/10/14 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　諦めず別の人にも相談)

2020/10/14 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　違い認め いじめなくそう)

2020/10/14 新聞 大分合同新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　従来の子ども観 変えよう)

2020/10/14 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　見えない貧困 思い発信する場必要)

2020/10/15 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（身近な体の謎を解明せよ！）

2020/10/15 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害、子どもは悪くない)

2020/10/15 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　子どもの声を大切に)

2020/10/15 新聞 長崎新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもと世界を変える)

2020/10/16 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　どんな性でも差別禁止)

2020/10/16 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法、場所選ぶ自由ある)

2020/10/16 雑誌 NHKガッテン！ 保健医療技術学部 上田泰久先生(「スマートフォン疲れ」からの病気・不調を防ぐ秘策)

2020/10/16 WEB 号外ネット富士見市・ふじみ野 大学 オンライン大学祭 初開催～コロナ禍での学生団結力を活かした大学祭を実現～文京学院大学

2020/10/17 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る)

2020/10/17 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る)

2020/10/19 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力を)

2020/10/19 新聞 日用品化粧品新聞 人間学部 長野祐一郎先生(簡便にストレス耐性を判別 コーセー 評価法開発しサービスに繋げる)

2020/10/20 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　子どもの声 聴く努力を)

2020/10/20 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6） いじめは全員で話し合う)

2020/10/20 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！ 多様性から生きる力を)

2020/10/21 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13） 子どもにやさしいまち)

2020/10/21 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8） 日本で暮らす仲間に目を)

2020/10/21 新聞 宮崎日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15） 子どもと世界を変える)

2020/10/21 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3） 普段から聴く努力大切)

2020/10/21 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7） 多様性学び 生きる力に)

2020/10/21 WEB WorkMaster コンテンツ多言語知財化センター 文京学院大学「ブレーメンズ」、「おうちゃ二煎目 ～おうちゃ見舞い～」を開始

2020/10/22 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11） 体罰のない子育てを)

2020/10/22 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4） 別の人格、受け入れて)

2020/10/23 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6） いじめをなくす力あるはず)

2020/10/23 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6） 気持ち尊重し、声を聴く)

2020/10/24 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法や場所を選ぶ自由)

2020/10/24 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法や場所を選ぶ自由)

2020/10/24 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力を)

2020/10/24 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 第8回コンビニFCの基本システムをめぐる係争）

2020/10/26 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子どもも仲間)

2020/10/26 新聞 週刊粧業 人間学部 長野祐一郎先生(コーセー 個々人のストレス耐性を判別する評価法を開発)

2020/10/27 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　難民の子どもも仲間)

2020/10/27 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生を選び取る)

2020/10/27 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力を)



2020/10/27 新聞 愛媛新聞 保健医療技術学部 ママを笑顔に　愛媛・広がる産後ケア（下）

2020/10/28 TV
ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？
～（テレビ東京）

保健医療技術学部 樋口桂先生(人間のからだの不思議)

2020/10/28 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声)

2020/10/28 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　差別をせず、正しい知識で)

2020/10/29 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもたちから上がる声)

2020/10/29 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　多様な学び認めよう)

2020/10/30 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力を)

2020/10/30 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　気持ちを聴いて救済を)

2020/10/30 新聞 岐阜新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　「有害、危険」から守られ成長)

2020/10/31 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　いじめはなくせる？)

2020/10/31 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　いじめはなくせる？)

2020/11/2 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別しない)

2020/11/3 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　学ぶ方法、場所は自由)

2020/11/3 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子どもも仲間)

2020/11/4 新聞 埼玉新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもと世界を変える)

2020/11/4 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　自分の人生は選択可能)

2020/11/4 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　明確にノーと言える社会を)

2020/11/4 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　どんな性でも差別しない)

2020/11/5 TV ZIP!（日本テレビ） 保健医療技術学部 樋口桂先生(カラダの不思議)

2020/11/5 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもにやさしいまち)

2020/11/5 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　みんな違ってもいい)

2020/11/6 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8） 難民の子に、背を向けないで)

2020/11/6 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　あらゆる場で権利保障)

2020/11/6 新聞 岐阜新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　いじめや虐待、諦めずに相談)

2020/11/7 ラジオ 社会福祉セミナー 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」)

2020/11/7 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8） 難民の子どもも仲間)

2020/11/7 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7） 多様性から生きる力を)

2020/11/7 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7） 多様性から生きる力を)

2020/11/10 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6） 子ども いじめなくす力)

2020/11/10 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9） どんな性でも差別しない)

2020/11/11 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11） 体罰の禁止 一人の人間として扱おう)

2020/11/11 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8） 難民の子 支援する義務)

2020/11/11 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！ 性被害、子どもは悪くない)

2020/11/11 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5） コロナで休校 再考契機)

2020/11/11 雑誌 THE MEDICAL&TEST JOURNAL 保健医療技術学部 大久保滋夫先生(AI時代の医療に臨床検査の標準化は欠かせない)

2020/11/12 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14） 「見えない貧困」の声)

2020/11/12 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7） 生きる力教えてくれる)

2020/11/13 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9） 声を発信する場が必要)

2020/11/13 新聞 岐阜新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！ 子どもの声 きちんと聴こう)

2020/11/13 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9） どんな性でも差別しない)

2020/11/14 ラジオ 社会福祉セミナー 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」)

2020/11/14 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子どもも仲間)

2020/11/14 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子どもも仲間)

2020/11/15 雑誌 beauty business 人間学部 長野祐一郎先生(個々人のストレス耐性評価法を開発 感性工学会で優秀発表賞に輝く)

2020/11/15 雑誌 funakoshi News 保健医療技術学部 関貴行先生の研究活動について

2020/11/16 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害、子どもは悪くない)

2020/11/16 WEB funakoshi 保健医療技術学部 関貴行先生の研究活動について

2020/11/17 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害 子どもは悪くない)

2020/11/17 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　体罰のない子育てを)

2020/11/17 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　多様性から生きる力を)

2020/11/17 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　差別根絶へ まず知ろう)

2020/11/18 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　一人一人ありのままで)

2020/11/18 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　「代弁者」取り組み広まる)

2020/11/19 新聞 千葉日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもの主体性を大切に)

2020/11/19 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　現状知り、支援の手を)

2020/11/20 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害、子どもは悪くない)

2020/11/20 新聞 茨城新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　課題解決のパートナー)

2020/11/20 新聞 岐阜新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　無理やり勉強、傷つく子ども)

2020/11/20 新聞 日刊工業新聞 経営学部 エスカレーター ジグザグ乗りで密回避

2020/11/20 WEB 日刊建設工業新聞 経営学部 「ジグザグ乗り」で密回避／文京学院大学生がエスカレーターの乗り方提案

2020/11/20 WEB NEWS Collect 経営学部 「ジグザグ乗り」で密回避／文京学院大学生がエスカレーターの乗り方提案

2020/11/21 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別しない)

2020/11/21 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別しない)

2020/11/21 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別しない)

2020/11/21 ラジオ 社会福祉セミナー 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」）

2020/11/23 新聞 全私学新聞 経営学部 エスカレーター啓発ポスターがJRのキャンペーンに採用

2020/11/24 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　難民の子どもに支援を)

2020/11/24 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/11/24 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（2）　意見尊重、国連条約の理念)



2020/11/24 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 第9回本部・行政の対応と加盟店ユニオンの結成)

2020/11/24 WEB ICT教育ニュース 大学 文京学院大、外国語学部学生がカンボジアの学生とオンラインで交流授業

2020/11/24 WEB Work Master 大学 文京学院大、外国語学部学生がカンボジアの学生とオンラインで交流授業

2020/11/25 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　意見聴き 権利や利益保障)

2020/11/25 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　子どもたちから上がる声)

2020/11/26 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　固定観念が差別の土壌)

2020/11/27 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/11/27 WEB ICT教育ニュース 経営学部 文京学院大、『はじめての渋沢栄一 探求の道しるべ』出版記念オンラインシンポジウム

2020/11/28 ラジオ 社会福祉セミナー 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」）

2020/11/28 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害、子どもは悪くない)

2020/11/28 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害、子どもは悪くない)

2020/11/30 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/12/1 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　安心し相談できる環境に)

2020/12/1 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　どんな性でも差別禁止)

2020/12/1 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　子どもにやさしいまち)

2020/12/1 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（3）　コロナ対応 姿勢見られず)

2020/12/1 雑誌 宣伝会議 経営学研究科 亀川雅人先の書籍紹介生（BOOK INTERVIEW）

2020/12/2 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　文化の違い学ぶ機会に)

2020/12/2 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　人とのつながり方も重要)

2020/12/3 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　「絶対許さぬ」強く発信)

2020/12/3 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生の投稿引用(歴史たどれば よく泣く男)

2020/12/3 新聞 陸奥新報 経営学部 渋沢栄一紹介するオンラインシンポジウム紹介

2020/12/3 新聞 河北新報 経営学部 渋沢栄一の功績、オンラインシンポジウムで紹介

2020/12/4 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもの助けを聴く責任)

2020/12/4 新聞 岐阜新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　学校の在り方、見直す機会に)

2020/12/5 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害 子どもは悪くない)

2020/12/5 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/12/5 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/12/5 新聞 東愛知新聞 経営学部 12日に渋沢栄一オンラインシンポジウム紹介

2020/12/7 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもたちから上がる声)

2020/12/8 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　「見えない貧困」の声)

2020/12/8 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（4）　子ども自身に選ばせて)

2020/12/8 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　子どもに落ち度はない)

2020/12/9 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　性的少数者差別 許されぬ)

2020/12/9 新聞 新潟日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　ともに世界を変えていく)

2020/12/10 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　話し合い重ね回避を)

2020/12/11 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　「子どもにやさしいまち」広がれ)

2020/12/11 新聞 岐阜新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　学校や社会に「同調圧力」)

2020/12/11 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもたちから上がる声)

2020/12/11 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもたちから上がる声)

2020/12/12 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもにやさしいまち)

2020/12/12 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもにやさしいまち)

2020/12/12 WEB イベニュー 人間学部 アートフェスタふじみ野2020オンライン開催

2020/12/13 新聞 全私学新聞 大学 学生が手作り絵葉書で海外の学生とコミュニケーション

2020/12/15 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声)

2020/12/15 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（5）　子ども目線で選択を)

2020/12/16 新聞 伊勢新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　子どもと世界を変える)

2020/12/17 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　「暴力ノー」子どもから)

2020/12/18 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声聞いて)

2020/12/18 新聞 岐阜新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　多様性から生きる力を学ぶ)

2020/12/19 TV
もしもで考える…　なるほど！なっとく
塾

人間学部 小林剛史先生（もしもニオイがなかったら？）

2020/12/19 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声)

2020/12/19 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声)

2020/12/19 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰のない子育てを)

2020/12/19 新聞 日本農業新聞 人間学部 学生が直売所調査実施

2021/12/21 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもにやさしいまち)

2021/12/22 新聞 徳島新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもとともに変えよう)

2021/12/22 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　体罰でなく話し合いを)

2021/12/22 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（6）　「自分と違う人」認めよう)

2021/12/23 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　性被害、子どもは悪くない)

2021/12/24 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（13）　各地で条例制定進む）

2021/12/24 新聞 岩手日報 大学 EHAGAKI PROJECT(手書き温か文通に脚光)

2021/12/24 新聞 秋田魁新報 大学 EHAGAKI PROJECT(文通 コロナ下で脚光)

2021/12/24 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 第10回24時間営業をめぐる対立)

2021/12/25 新聞 京都新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　ともに世界を変えよう)

2021/12/26 新聞 日本海新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもと世界を変える)

2021/12/26 新聞 大阪日日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもと世界を変える)

2021/12/26 新聞 中国新聞 大学 EHAGAKI PROJECT(ぬくもり伝える文通に脚光 世代や国境越えて)

2021/12/29 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（7）　子どもに多様性育む)



2021/12/29 新聞 山梨日日新聞 大学 EHAGAKI PROJECT(文通 コロナ禍で脚光)

2021/1/1 新聞 岐阜新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！　今こそ子どもと世界を変える)

2021/1/1 雑誌 国際開発ジャーナル 外国語学部 甲斐田きよみ先生(協力隊経験者からの学び国内外で異文化理解の機会増やす)

2021/1/1 雑誌 国際開発ジャーナル 外国語学部 甲斐田きよみ先生書籍紹介『アフリカにおけるジェンダーと開発』

2021/1/1 雑誌 リバーバンクリポート 経営学部 島田昌和先生が2009年に登壇したシンポジウム紹介

2021/1/1 雑誌 リバーバンクリポート 経営学部 川越仁恵先生寄稿（渋沢栄一の孫・渋沢敬三－学問から培った地域への眼差し）

2021/1/3 新聞 全私学新聞 大学 文京学院大学がシンポジウム

2021/1/6 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　しつけ理由の体罰禁止)

2021/1/6 新聞 愛媛新聞 大学 EHAGAKI PROJECT(文通 コロナ下で脚光)

2021/1/7 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　切実な声、発信の場を)

2021/1/9 新聞 中部経済新聞 大学 EHAGAKI PROJECT(コロナで文通に脚光)

2021/1/10 雑誌 月刊 資本市場 経営学部 島田昌和先生寄稿(渋沢栄一の青少年期～人間形成理論を利用して～)

2021/1/11 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声)

2021/1/12 新聞 東京新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生のコメント(子どもの権利を守る基本法を)

2021/1/12 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　「声」上げられる社会へ)

2021/1/12 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（8）　現状知り偏見なくして)

2021/1/13 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　法制定や意識変化必要)

2021/1/14 新聞 秋田魁新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　手取り合い課題解決を)

2021/1/14 雑誌 東京人 経営学部 島田昌和先生寄稿(“スーパーマン”渋沢栄一は、いかにして生まれたか。)

2021/1/16 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもたちから上がる声)

2021/1/16 WEB 毎日新聞WEB 経営学部 公野勉先生のコメント(コロナ禍における映画界・配信サービスについて)

2021/1/17 新聞
毎日新聞（東京/名古屋/北九州/大阪/札
幌）

経営学部 公野勉先生のコメント(コロナで変わる世界　ハリウッド配信シフト)

2021/1/18 新聞 佐賀新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもと世界を変える)

2021/1/19 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子ども守る条例広がる)

2021/1/19 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（9）　意識変え少数者守る)

2021/1/19 新聞 中日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生コメント(子どもによる子どものための子ども基本法を)

2021/1/19 新聞 北陸中日新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生コメント(子どもによる子どものための子ども基本法を)

2021/1/20 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　被害相談できる環境を)

2021/1/20 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　子どもの声聴く社会に)

2021/1/24 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 第11回24時間営業問題から独占禁止法違反問題へ)

2021/1/26 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　深刻「見えない貧困」)

2021/1/26 新聞 東奥日報 大学 EHAGAKI PROJECT(対面交流難しいコロナ禍　心ほっこり 文通に脚光)

2021/1/27 新聞 日本経済新聞（東京/大阪/名古屋/福岡） 人間学部 中島修先生コメント(親を見守るロボ コロナで注目)

2021/1/27 雑誌 いるま野 人間学部 学生コメント（文京学院大学の学生が直売所を調査）

2021/1/27 WEB 日本経済新聞電子版 人間学部 中島修先生コメント（親を見守るロボ コロナで注目）

2021/1/27 WEB ICT教育ニュース 人間学部 梶原隆之先生メントレセミナー紹介

2021/1/27 WEB U-NOTE 人間学部 梶原隆之先生メントレセミナー紹介

2021/1/29 WEB ICT教育ニュース GCI オンライン留学

2021/1/30 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもにやさしいまち)

2021/2/1 雑誌 税と経営 経営学部 島田昌和先生寄稿（渋沢栄一が頼りにした30人～人の絆を探る 第1回 すべてを授けた父・渋沢市郎右衛門）

2021/2/2 新聞 静岡新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもが決める機会を)

2021/2/2 WEB トラベルニュース キャリアセンター 旅行業界と学生の接点を　旅工房、文京学院大学生をインターンシップ受入

2021/2/3 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　気持ち尊重し声聴いて)

2021/2/3 新聞 全私学新聞 経営学部 公野勉教授ゼミ学生がアイドルアーティスト団体のMV制作

2021/2/4 新聞 日刊旅行通信 キャリアセンター 旅工房、文京学院大のインターンシップ受け入れ　コロナ禍での人財育成に貢献、国内旅行を企画

2021/2/4 WEB Yahoo!ニュース 人間学部 中島修先生コメント（親を見守るロボ コロナで注目）

2021/2/4 WEB 航空新聞社 キャリアセンター ★旅工房、文京学院大のインターンシップ受け入れ

2021/2/5 新聞 読売新聞 人間学部 梶原隆之先生メントレセミナー紹介

2021/2/8 TV 月曜から夜ふかし（日本テレビ） 保健医療技術学部 樋口桂先生（猫舌の克服法）

2021/2/10 TV Live News イット!（フジテレビ） 経営学部 エスカレーター安全利用啓発

2021/2/10 新聞 南日本新聞 南日本新聞社 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　子どもにやさしいまちへ)

2021/2/10 新聞 愛媛新聞 愛媛新聞社 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　声上げられる社会必要)

2021/2/10 新聞 シルバー産業新聞 人間学部 武田和久先生オンラインセミナー（障がい者の個性を活かす関わり方＠「バーチャルEXPO 2021介護・医療・福祉」）

2021/2/10 WEB ICT教育ニュース 外国語学部 ESPシンポジウム

2021/2/11 雑誌 税と経営 経営学部 島田昌和先生寄稿（渋沢栄一が頼りにした30人～人の絆を探る 第2回 学問の師・尾高惇忠）

2021/2/13 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声）

2021/2/15 新聞 WING TRAVEL WEEKLY キャリアセンター 旅工房、文京学院大のインターンシップ受け入れ

2021/2/17 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生（世界はおとなだけのものじゃない！（13）　権利の主体 自治体で差）

2021/2/21 雑誌 税と経営 経営学部 島田昌和先生寄稿（渋沢栄一が頼りにした30人～人の絆を探る 第3回 ともに歩んだ渋沢喜作）

2021/2/22 雑誌 週刊エコノミスト 経営学部 島田昌和先生寄稿（株式会社を作っただけじゃない経営者教育、危機管理で手腕）

2021/2/23 TV
ジモト応援！つながるNews(J:COM東
上）

人間学部 梶原隆之先生メントレセミナー紹介

2021/2/23 新聞 福井新聞 福井新聞社 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（10）　100%悪いのは加害者)

2021/2/24 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 最終回軋轢はなぜ繰り返されるのか)

2021/2/25 新聞 読売新聞（高岡/名古屋/大阪/福岡/札幌）経営学部 島田昌和先生コメント（今こそ渋沢栄一に学ぶ）

2021/2/27 新聞 朝日新聞 経営学部 島田昌和先生書籍紹介(ひもとく渋沢栄一)

2021/2/27 新聞 山陰中央新報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもと世界を変える)

2021/3/1 雑誌 税と経営 経営学部 島田昌和先生寄稿（渋沢栄一が頼りにした30人～人の絆を探る 第4回 最初の上司・平岡円四郎）

2021/3/2 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（11）　考え尊重し声聴いて)

2021/3/3 新聞 全私学新聞 生涯学習センター 生涯学習センター講座紹介（「春・夏期講座」開講 国際理解や文芸など）



2021/3/3 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　「見えない貧困」の声)

2021/3/3 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　発信する場 もっと必要)

2021/3/4 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 樋口桂先生出演(第79話　脂肪の謎を解明せよ！の巻)

2021/3/9 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（12）　声上げられる社会に)

2021/3/10 新聞 愛媛新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　課題解決のパートナー)

2021/3/11 雑誌 税と経営 経営学部 島田昌和先生寄稿（渋沢栄一が頼りにした30人～人の絆を探る 第5回 憧れのボス・一橋慶喜）

2021/3/16 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（13）　あらゆる場面で権利保障)

2021/3/17 新聞 南日本新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　子どもと世界を変える)

2021/3/18 WEB Yahoo!ニュース 人間学部 「文京映画祭」　6回目開催を初のバーチャルで

2021/3/18 WEB 文京経済新聞 人間学部 「文京映画祭」　6回目開催を初のバーチャルで

2021/3/18 WEB gooニュース 人間学部 「文京映画祭」　6回目開催を初のバーチャルで

2021/3/18 WEB 緑のgoo 人間学部 「文京映画祭」　6回目開催を初のバーチャルで

2021/3/18 WEB dメニューニュース 人間学部 「文京映画祭」　6回目開催を初のバーチャルで

2021/3/21 雑誌 税と経営 経営学部 島田昌和先生寄稿（渋沢栄一が頼りにした30人～人の絆を探る 第6回 新政府の硬骨漢・大隈重信）

2021/3/23 新聞 全私学新聞 経営学部 学生が研究会でオンライン登壇 情報銀行問題テーマで

2021/3/23 新聞 内外教育 GCI 文京学院大学、マレーシア国民大とオンライン交流

2021/3/23 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（14）　子の思い発信する場必要)

2021/3/24 WEB 読売新聞オンライン 経営学部 コロナ社会が問いかける先は…エスカレーター「片側空け」を考える

2021/3/24 WEB msnニュース 経営学部 コロナ社会が問いかける先は…エスカレーター「片側空け」を考える

2021/3/24 WEB livedoorニュース 経営学部 コロナ社会が問いかける先は…エスカレーター「片側空け」を考える

2021/3/24 WEB au Webポータル 経営学部 コロナ社会が問いかける先は…エスカレーター「片側空け」を考える

2021/3/24 WEB ニフティニュース（@niftyニュース） 経営学部 コロナ社会が問いかける先は…エスカレーター「片側空け」を考える

2021/3/24 WEB Yahoo!ニュース 経営学部 コロナ社会が問いかける先は…エスカレーター「片側空け」を考える

2021/3/24 WEB BIGLOBEニュース 経営学部 コロナ社会が問いかける先は…エスカレーター「片側空け」を考える

2021/3/24 WEB Infoseekニュース 経営学部 コロナ社会が問いかける先は…エスカレーター「片側空け」を考える

2021/3/26 TV スーパーJチャンネル(テレビ朝日) 大学 大学生「やっと実感」1年遅れの入学式

2021/3/26 TV NewsAccess(テレビ朝日） 大学 「やっと実感わいた」1年遅れの大学入学式

2021/3/26 WEB Yahoo!ニュース 大学 コロナで1年遅れ　サクラ満開の大学入学式

2021/3/26 WEB テレ朝news 大学 コロナで1年遅れ　サクラ満開の大学入学式

2021/3/26 WEB グノシー 大学 コロナで1年遅れ　サクラ満開の大学入学式

2021/3/26 WEB メ〜テレ（メーテレ） 大学 コロナで1年遅れ　サクラ満開の大学入学式

2021/3/26 WEB livedoorニュース 大学 コロナで1年遅れ　サクラ満開の大学入学式

2021/3/27 新聞 産経新聞 大学 1年遅れの入学式

2021/3/27 新聞 東京新聞 大学 山下泰子先生(国際常識とズレる日本)

2021/3/27 WEB 東京新聞 TOKYO Web 大学 山下泰子先生（今、変化を　国際女性デー＞国際常識とズレる日本　「別姓婚も可能に」再三の勧告も耳貸さず）

2021/3/29 新聞 日本経済新聞（東京/大阪/名古屋/福岡） 大学 入学式1年遅れ「やっと」

2021/3/29 WEB 日本経済新聞電子版 大学 「大学生の実感ようやく」1年遅れの入学式 再び延期も

2021/3/30 TV 羽鳥慎一モーニングショー(テレビ朝日) 大学 入学式「来賓いらない」コロナで気づいた？

2021/3/30 新聞 福井新聞 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（15）　解決向け子どもと協力)

2021/3/30 新聞 東奥日報 外国語学部 甲斐田万智子先生(世界はおとなだけのものじゃない！（1）　「あたりまえ」を得るために)

2021/3/30 WEB 東京新聞 TOKYO Web 経営学部・BICS 生活困窮者にちらしずし、ふじみ野市の有志が配布　高齢者の地域交流再開　

2021/3/30 WEB dメニューニュース 経営学部・BICS 生活困窮者にちらしずし、ふじみ野市の有志が配布　高齢者の地域交流再開　

2021/3/30 WEB 47NEWS（よんななニュース） 経営学部・BICS 生活困窮者にちらしずし、ふじみ野市の有志が配布　高齢者の地域交流再開　

2021/3/30 WEB gooニュース 経営学部・BICS 生活困窮者にちらしずし、ふじみ野市の有志が配布　高齢者の地域交流再開　

2021/3/31 ラジオ ONE MORNING(TOKYO FM) 大学 新2年生のための入学式


