
１１月の本学関係新聞記事等掲載一覧（教育・研究・社会貢献など）

掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）内容

2006/11/1 朝日新聞 ２面 ひと　土器屋由紀子さん
富士山測候所の活用を訴える土器屋江戸
川大教授の紹介

農学部
土器屋由紀子さ
ん（元教授）

2006/11/3 読売新聞 ３１面 秋の叙勲
東京農工大名誉教授・原口隆英氏が瑞宝
中綬章を受章

農学部
原口隆英名誉教
授

2006/11/3
タウンニュース
（川崎区・幸区版）

夢見ヶ崎動物公園と農工大が連携
フサオマキザルの行動心理を実験

幸区南加瀬にある夢見ヶ崎動物公園でフ
サオマキザルを対象に同園と東京農工大
学が連携し、「環境エンリッチメント」の実験
を行っている

農学府 武田庄平助教授

2006/11/6 日刊工業新聞 １８面 農工大でビジネスプランコンテスト
ＴＡＭＡ協会（古川勇二会長）は、東京農工
大学小金井キャンパスで「ビジネスプランコ
ンテスト２００６」を７日に開く

専門職大学
院

古川勇二教授

2006/11/6

日経ビジネス
（別冊）
Special AD
Section

２頁～
４頁

産業クラスター計画が日本経済の
未来を担う

経済産業省の産業クラスター計画に深く関
わってきた東京農工大学大学院・古川勇
二教授のインタビュー

専門職大学
院

古川勇二教授

2006/11/6 化学工業日報 １０面 東京農工大が科学技術展開催
東京農工大学は「科学技術展２００６」を開
催、地域や青少年に科学技術の関心を深
める機会を提供するのが目的

研究支援・産
学連携チーム

2006/11/8
読売新聞
（多摩版）

３４面
東京農工大博物館スポーツウエア
展

東京農工大学工学部附属繊維博物館特
別展案内　「進化するスポーツウエア」

繊維博物館

2006/11/10
読売新聞
（多摩版）

３２面 農工大きょうから科学技術展を開催
東京農工大学は「科学技術展２００６」を開
催、地域や青少年に科学技術の関心を深
める機会を提供するのが目的

研究支援・産
学連携チーム

2006/11/10 毎日新聞 ２３面
水着やサッカー　スポーツウエアの
進化展

東京農工大学工学部附属繊維博物館特
別展案内　「進化するスポーツウエア」

繊維博物館

2006/11/11
東京新聞
（多摩版）

２２面
日本代表の水着など２０点　農工大
で特別展

東京農工大学工学部附属繊維博物館特
別展案内　「進化するスポーツウエア」

繊維博物館

2006/11/11 東京新聞 １面
国立大リストラの波　関東の９大学
人員を削減、検討

１都６県の１８国立大学にアンケート調査
農工大、人員削減を検討中

2006/11/11 東京新聞 ２３面
国立大法人化から２年　交付金穴
埋めに四苦八苦

関東各大学の対策と要望を紹介
農工大、水光熱費の節約、利用効率の低
い合宿研修施設の見直し、近隣大学との
共同業務処理の検討など

2006/11/14 日刊工業新聞 ２５面
産学官をつなぐ（２）　モノづくり連携
大賞受賞例から

川崎市産業振興財団が取り組む「産学連
携・試作開発プロジェクト」の紹介　農工大
も参加

産官学連携・
知的財産セン
ター

2006/11/15 日刊工業新聞 ３面
「命の森づくり世界へ」 ブループラ
ネット賞受賞 宮脇氏とサリム氏が
会見

旭硝子財団の０６年度地球環境国際賞（ブ
ループラネット賞）を受賞した宮脇氏とサリ
ム氏が都内で記者会見

農学部生物
学科卒

宮脇昭さん
（卒業生）

2006/11/15
YAHOO!NEWS
(毎日新聞）

秋田
ニュース

名誉県民：コレステロール研究の遠
藤章さん、候補に

秋田県は高コレステロール血症治療薬「ス
タチン」を発見・開発した功績をたたえ、旧
東由利町出身で「バイオファーム研究所」
所長の遠藤章・東京農工大名誉教授を名
誉県民の候補者にすると発表した

農学部応用
生物学科

遠藤章名誉教授

2006/11/16
日本経済新聞
（夕刊）

９面 フォーカス　宮脇昭氏
地球環境問題の解決に貢献した研究者に
贈る「ブループラネット賞」を受賞した宮脇
氏の紹介

農学部生物
学科卒

宮脇昭さん
（卒業生）

2006/11/17
読売新聞
（多摩版）

３３面 府中でテクノフェア　４０団体が出展

市内の中小企業が自社の技術や製品をＰ
Ｒしながら、教育・研究機関との交流を促
進する「第１７回ふちゅうテクノフェア」が開
幕、農工大も出展

ロボット研究
会ＲＵＲ

2006/11/17 日刊工業新聞 ２９面
来年度粉体接合プロセス研究
阪大が参加企業募集

「粉体接合プロセス研究会」に農工大も参
加　テーマ：高分子材料へのナノ粒子高濃
度均一分散のための界面構造設（神谷秀
博東京農工大学教授）

生物システム
応用科学府

神谷秀博教授

2006/11/18
日本経済新聞
NIKKEIプラス１

１５面 肌にも骨にもコラーゲン
コラーゲンの最近の学術的研究の動向に
ついて、藤本大三郎東京農工大学名誉教
授が説明

農学部
藤本大三郎名誉
教授

2006/11/20 日刊工業新聞 １９面
ＮＥＤＯの今年度産業技術研究助
成　阪大など４６件採択

採択テーマ：細胞の力学的機能制御を利
用したメカノバイオニックシステムの開発
（森島圭祐東京農工大助教授）

工学府 森島圭祐助教授

2006/11/21 日刊工業新聞 ２８面
名誉県民候補に東京農工大の遠藤
氏　秋田県

秋田県は由利本荘市出身で、東京農工大
名誉教授の遠藤章氏を名誉県民候補者に
選んだ

農学部応用
生物学科

遠藤章名誉教授

2006/11/21 livedoor NEWS
経済
総合

日英で大学発ベンチャー促進へ
東京農工大学と英ブライトン大学が包括的
な連携協定を締結

学長 小畑学長

2006/11/21
YAHOO!NEWS
(紀伊民報）

和歌山
ニュース

活性化案など話す　水土里のむら
事業（和歌山）

地域の課題や長所の生かし方を考える
ワークショップが、地域生存支援有限責任
事業組合の福井隆東京農工大客員教授
の指導で開かれた

福井隆客員教授

2006/11/22
読売新聞
（多摩版）

３２面
国際連携協定を英の大学と締結
東京農工大

東京農工大学と英ブライトン大学が包括的
な連携協定を締結

学長 小畑学長

掲載関係者・部局等媒体名



掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）内容 掲載関係者・部局等媒体名

2006/11/22 日刊工業新聞 ２７面
農工大も英大と協定　まずバイオ分
野で連携

東京農工大学と英ブライトン大学が包括的
な連携協定を締結

学長 小畑学長

2006/11/22 農業共済新聞 ２面
ひと意見　東京農工大学大学院
矢口芳生教授

共生の視点からみた日本農業の展開方向
について矢口教授の論説

農学府 矢口芳生教授

2006/11/22
フジサンケイ
ビジネスアイ

２２面
農業の特許　農水省と農工大が検
討を開始

「農学系研究成果活用促進ネットワーク」
（仮称）構想が東京農工大学の澁澤栄教
授ら有識者によって農水省に提案された

農学府 澁澤栄教授

2006/11/23 読売新聞 ３４面 訃報　穴瀬真氏 農学部 穴瀬真名誉教授

2006/11/23 毎日新聞 ２３面 訃報　穴瀬真氏 農学部 穴瀬真名誉教授

2006/11/23
読売新聞
（多摩版）

３４面 循環型社会題材　あす特別講演会
特別講演会案内
中村桂子氏「生きているを見つめ生きるを
考える」

2006/11/24 日経産業新聞 １０面 産学連携協定　英大学と締結
東京農工大学と英ブライトン大学が包括的
な連携協定を締結

学長 小畑学長

2006/11/25 朝日新聞 ３９面 シシ猛進　人里迷惑
イノシシの生態について東京農工大・神崎
伸夫助教授のコメント

農学府 神崎伸夫助教授

2006/11/26 日本農業新聞 １１面
生ごみ処理任せて　アメリカミズア
ブ

東京農工大学農学部の普後一教授は、ア
メリカミズアブで素早く生ごみを堆肥にする
処理システムを考案した

農学府 普後一教授


