
１２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

2007/12
月刊シニアビジネス
マーケット
2007年12月号

P93

NEWS&TOPICS
無線通信技術のソーバル、福祉工
学分野についての産学共同研究を
推進

RFID（無線ICタグ）の研究開発を手がける
ソーバルは、北陸先端科学技術大学院大
学、東京農工大学大学院と福祉工学分野
について産学共同研究を推進

工学府
伊藤禎宣 特任准
教授

2007/12/3 毎日新聞 １１面

新教育の森
女子中学生獲得作戦　育て！女性
科学者　理工系大学・学部が体験
教室や講演

農工大の女子中高生向けの体験教室「工
学部でものづくり体験してみよう」など紹介

女性キャリア
支援・開発セ
ンター

2007/12/4
読売新聞
（多摩版）

３４面
東京農工大で講演会
獣医師志望者向けアレルギー治療

東京農工大学再教育支援プログラム講演
会「アレルギー治療の基礎から最前線ま
で」開催

学び直しプロ
グラム事務局

2007/12/6 日刊工業新聞 ２８面
産学官をつなぐ ③
モノづくり連携大賞受賞例から

ＮＥＤＯ賞を受賞（「アルマイト触媒製造と環
境・エネルギー事業への応用」）した東京
農工大学グループの紹介

技術経営研
究科

亀山秀雄 教授

2007/12/8 日本テレビ 世界一受けたい授業
松永教授が海の生物の驚きの利用法を紹
介

松永是 理事

2007/12/10 毎日jp
エゾシカ　世界自然遺産・知床で駆
除作戦

エゾシカによる食害が深刻化、知床世界自
然遺産科学委員会エゾシカワーキンググ
ループ（座長、梶光一・東京農工大教授）
はエゾシカの個体数調整を検討し、駆除に
踏み切った

農学府 梶光一 教授

2007/12/11 日刊工業新聞 ２９面 ０７年リスクマネジメント総点検㊤
この１年のリスクマネジメント分野の出来事
を林教授が解説

技術経営研
究科

林志行 教授

2007/12/12
朝日新聞
（川崎版）

３５面
フサオマキザルに良い飼育環境を
研究
院生ら国際会議で銀賞

夢見ヶ崎動物公園でフサオマキザルの展
示環境について実験をしていた東京農工
大の大学院生らの研究が「第８回国際環
境エンリッチメント会議」のポスター部門で
銀賞を受賞した。日本人の受賞は初めて
の快挙。

農学府
三浦乃莉子さん
（院生）

2007/12/12
日本経済新聞
（全面広告）

１４面
「YOKOHAMA千年の杜」プロジェク
ト　世界に発信

横浜ゴムグループは、環境活動の一環とし
「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトをス
タート。同社南雲社長と同プロジェクトを全
面的に指導する植物生態学者の宮脇氏が
植樹祭の感想や森づくりの意義などを話し
合った

農学部卒
宮脇昭さん
（卒業生）

2007/12/13 日刊工業新聞 ２７面
産学官をつなぐ ⑦
モノづくり連携大賞受賞例から

特別賞を受賞した「古文書を読むための電
子くずし字辞典の開発」の紹介。開発には
農工大中川教授らのグループも参加

工学府 中川正樹 教授

2007/12/14 日刊工業新聞 ２２面
虚血部の血管　再生
東京農工大などＲＮＡ干渉駆使し成
功

松田教授、田中准教授、バイオベンチャー
のアルファジェンは、合成した２本鎖ＲＮＡ
（リボ核酸）を使う「ＲＮＡ干渉」技術により、
動脈硬化症にともなう虚血部の血管再生
を促すことに成功したと発表

農学府
松田浩珍 教授
田中あかね 准教
授

2007/12/14 日経産業新聞 １１面
東京農工大学など共同で　閉塞性
動脈硬化症の治療　人工ＲＮＡで実
験

松田教授らとアルファジェンは、人工ＲＮＡ
（リボ核酸）をラットに投与して閉塞性動脈
硬化症を治療する実験に成功したと発表

農学府
松田浩珍 教授
田中あかね 准教
授

2007/12/14 日刊工業新聞 ２５面
国内１４大学　国際産学官連携を推
進　来月、米国カリフォルニア州で
技術フェア

シリコンバレーで日本の大学による国際産
学官連携に向けた取り組みが動きだす。１
月１１日の技術フェアには農工大も参加

2007/12/14
日経産業新聞
（全面広告）

１２面

「アグリビジネス創出フェア２００７」
開催される
産学官の生物産業の最新技術・研
究成果が一堂に

東京農工大学は、飼料自給率とエネル
ギー自給率向上に貢献する新品種の稲
「リーフスター」を紹介

2007/12/18 日刊工業新聞 ２９面 ０７年リスクマネジメント総点検㊦
この１年のリスクマネジメント分野の出来事
を林教授が解説

技術経営研
究科

林志行 教授

2007/12/19 日本経済新聞 ６面
都市と地方
企業城下町　再起かけ変身

国の地域産業政策、自治体の企業誘致競
争について、古川教授の論説

技術経営研
究科

古川勇二 教授

2007/12/19 朝日新聞（多摩版） ２６面 街かど経済散歩　江上剛 江上氏のコラムに、農工大の紹介

2007/12/20 日刊工業新聞 ２３面
レーザー
蔵元のこだわり　小畑さん

小畑学長が「賞典禄」を紹介 小畑秀文 学長

2007/12/20 アサヒタウンズ １２面
大学生がつくる若者のページ
東京農工大学㊤（小金井）

ものづくりサークル「TUAT Formula」の紹
介

TUAT
Formula

2007/12/23 朝日新聞 １面
飲用水に医薬品残留
厚労省、７浄水場調査

今回の調査結果について、医薬品の環境
汚染に詳しい高田教授のコメント

農学府 高田秀重 教授

2007/12/23
スポーツ報知
（Web版)

９番人気のマツリダゴッホが制す！
有馬記念

第５２回有馬記念を制したマツリダゴッホ、
農工大獣医学科卒の国枝厩舎所属

農学部卒
国枝栄さん
（卒業生）

2007/12/27 アサヒタウンズ ９面
大学生がつくる若者のページ
東京農工大学㊦（小金井）

ものづくりサークル「TUAT Formula」の紹
介

TUAT
Formula

2007/12/27 日刊工業新聞 １８面
レーザー
日英の中小つなぐ　モンクさん

英国ブライトン大学副総長のコリン・モンク
氏が大学の取り組みを紹介。協定校であ
る農工大を通じた海外活動も

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

2007/12/28 日本経済新聞 １３面
メタボ遺伝子、簡易検出
プロップジーン・早大などがキット開
発

バイオベンチャーのプロップジーンと早稲
田大学、自治医科大学などの研究チーム
はメタボリック症候群に関連する遺伝子を
一時間で検出できる検査キットを開発。プ
ロップジーンは東京農工大学発のベン
チャー企業

掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）内容

2007/9
BTJジャーナル
2007年9月号 №021

P2～
P5

特集短期集中連載「法人化から３
年」
文科省の「若手自立」採択の２１大
学集合　農工大と九大に人気の秘
訣を聞く

農工大の「若手人材育成拠点の設置と人
事制度改革」の取り組みの狙いと人気の
秘訣を紹介

若手研究支
援室

柴田治呂 室長

媒体名 掲載関係者・部局等


