
2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

2008/2/1 科学新聞 2面
院生に独自の奨励金
農工大が「自立」制度創設

東京農工大学は優秀な大学院生に最高
で240万円を支給する、研究奨励金制度を
発表。

2008/2/1 テレビ朝日 スーパーJチャンネル
再生紙の物理的性質を測定し、品質につ
いてコメント。

農学府 岡山隆之 教授

2008/2/2 朝日新聞 11面 再生紙偽装で検証委員会

大江礼三郎名誉教授（林産学）を委員長と
し環境学の専門家8名による、再生紙表示
のあり方を協議する検証委員会が設置さ
れた。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/2 朝日新聞
17面
他

国公立大学２次試験出願状況

2008/2/2 毎日新聞 8面 購入者が工場立ち入り

製紙会社が再生紙の古紙配合率を偽装し
ていた問題。信頼の回復の為、購入業者
が工場内のチェックをする仕組みを作るこ
とを決めた（検討委は大江礼三郎名誉教
授）。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/5
Photon International
（スペイン語版）

１７回太陽光発電システム国際会
議

講演や表彰の様子（昨年12月福岡）。 工学府 黒川浩助 教授

2008/2/8 日経ＢＰ社

第4回ＣＶＧ東京、大賞など9件を選
定
大賞は東京農工大学工学府の真
下智昭氏が受賞

第4回キャンパスベンチャーグランプリ東
京の受賞式の模様（2月8日東京パレスホ
テル）。

工学府
真下智昭さん
（学生）

2008/2/8 日刊工業新聞 20面
第４回　キャンパスベンチャーグラ
ンプリ東京

大賞＆優秀賞を受賞した 真下智昭さんの
「マイクロTRモーターの開発と事業化」に
ついて紹介（本人のコメント等が大々的に
掲載）。

工学府
真下智昭さん
（学生）

2008/2/8 日刊工業新聞 21面 審査講評
審査委員長 一柳良雄氏による 真下さん
の「マイクロＴＲモータの開発と事業化」に
ついての評価・コメント。

工学府
真下智昭さん
（学生）

2008/2/8 日刊工業新聞 29面
キャンパスベンチャーグランプリ全
国大会
「プラン発表者とテーマ」

発表者の紹介 工学府
真下智昭さん
（学生）

2008/2/8 読売新聞 14面 木簡の文字推定するソフト

奈良文化財研究所は、2004年度から東京
農工大学の研究者らと共に研究を進めて
きた 木簡に記された文字を自動認識ソフ
ト「木簡ショップ」を開発したと発表。

2008/2/8 日刊工業新聞 29面
英会話と大学運営を伝授
英ブライトン大、日本の大学職員向
け インターンシップで研修

英国ブライトン大学は日本の大学職員が
英会話と大学運営を学ぶ研修コースを開
始。既に、農工大職員の受け入れを手が
けている。

2008/2/8 NHK
地域発！どうする日本「地球温暖
化・地域に何ができるのか」

地球温暖化が知床半島のエゾシカの生息
に及ぼす影響。

農学府 梶 光一　教授

2008/2/10 TBS サンデーモーニング
「風をよむ」コーナーにて食料自給率低下
についてコメント。

農学府 矢口芳生 教授

2008/2/11 日刊工業新聞 14面
キャンパスベンチャーグランプリ東
京　大賞の真下さんら9件表彰

8日、東京・丸の内のパレスホテルで開か
れた表彰式の様子。受賞者を代表して真
下さんのコメント、審査委員長のコメント
等。

工学府
真下智昭さん
（学生）

2008/2/12 テレビ朝日 スーパーJチャンネル
再生紙の物理的性質を測定し、品質につ
いてのコメント。

農学府 岡山隆之 教授

2008/2/13 産経新聞 2面 古紙配合率偽装検証委が初会合
大江礼三郎名誉教授が委員長を務める
再生紙の古紙配合率偽装問題の有識者
による検証委員会の初会合開催。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/13 日本経済新聞 13面 古紙偽装検証委が初会合
「古紙と環境検証委員会（委員長・大江礼
三郎名誉教授）」の初会合開催。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/13 日刊工業新聞 12面 配合率の担保方法議論
「古紙と環境検証委員会」の第1回会合を
開催。外部有識者として大江氏が招かれ
た。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/15 日刊工業新聞 15面 エコワールド
再生紙の古紙配合率偽装問題について、
大江礼三郎名誉教授のコメント。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/16 産経新聞 11面
環境偽装 続々発覚…
素材メーカー低い危機感

古紙偽装発覚連鎖の発端となった年賀は
がき古紙配合率問題で、製紙大手首脳は
謝罪会見を行う。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/21
YAHOO!NEWS(Impr
ess Watch）

絵と描画過程を共有できるサイト
「Scriblog2.0」

農工大大学院生佐野将史さん（中川正樹
研究室）は20日、絵と描画過程を共有でき
るサイト「Scriblog2.0」を公開した。

工学府
佐野将史さん
（学生）

2008/2/21 日刊工業新聞 13面
製紙連15社が社会貢献活動
古紙配合率偽装受け

日本製紙連合会、20日に謝罪会見を行い
製紙連15社の社会貢献活動の参加を表
明。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/22 産経新聞 9面
古紙配合率１％でも再生紙
検証委「低すぎる」

製紙業界側がまとめた信頼回復策となる
素案を検証委員会が審議。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/22 読売新聞 34面
顧客の工場検査可能に
古紙偽装で製紙連合会が対策

製紙会社の公称配合率を保証する制度と
して、顧客が立ち入り調査できる制度を導
入することが決まる。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/23 NHK教育テレビ サイエンスＺＥＲＯ
「赤谷の森～多様な生態系を守れ～」に
専門家ゲストとして出演・コメント。

農学府 亀山　章 教授

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

2008/2/25 日刊工業新聞 22面
「ナノ粒子の安全性」検証への取り
組み

社団法人日本粉体工業技術協会「ナノ粒
子の安全性検討委員会」の調査結果。

工学府 神谷秀博 教授

2008/2/26 産経新聞 11面
配合率 実数表示に統一
古紙偽装で製紙連検討委

日本製紙連合会は25日に開いた検討委
員会で協議内容を3月中にも正式決定す
る。

農学府
大江礼三郎 名誉教
授

2008/2/26 日刊工業新聞 25面
博士への経済支援続々
東大・東工大・東京農工大
大学間競争で新たな流れ

国立理工系トップクラスの大学の博士学
生の経済支援が出そろう。

学長 小畑学長

2008/2/26 日刊工業新聞 28面 モノづくり人材育成
産業技術総合研究所は人材育成を目的と
したワークショップを開いた。

技術経営研
究科

古川勇二 教授

2008/2/26 ＮＨＫ クローズアップ現代
「農作物を知的財産に～動き出した“攻め
の農業”～」 （資料提供協力）

農学府 澁澤　栄　教授

2008/2/27 朝日新聞（夕刊） 4面
偽装発覚 古紙利用「再生」への道
業界、定義や表示再検討

再生紙の配合率偽装問題で原料となる植
物に対し岡山教授がコメント。

農学府 岡山隆之 教授

2008/2/28 東京新聞 24面
企業家教育へ活動の場
今秋開設 農工大に「ベンチャー
ポート」

中小企業基盤整備機構は小金井市・農工
大と連携しベンチャーポート建設の計画を
発表。

前月未掲載記事
掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）内容

2008/1/28
日経バイオテクノロ
ジー

激化する博士の経済支援競争、身
を削り、院生確保に走る大学

博士課程後期の学生を対象に経済的支
援を始める理系大学が急増。

媒体名 掲載関係者・部局等


