
3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

2008/3/2 NHK教育 日曜フォーラム
ようこそ農村へ～都市との架け橋
をどう築く～

農学府
千賀 裕太郎
教授

2008/3/3 NHK ニュースウオッチ9 洞爺湖中島生息数調査について 農学府 梶光一 教授

2008/3/5 毎日新聞 26面
アグリカレッジ来月開校
地域の農業リーダー育成
専門家の講義や実習

都立農業高校が設立する「東京
アグリカレッジ」に農工大やＮＰＯ
多摩自然教育センターなどが運
営に協力。

農学府

2008/3/5 日刊工業新聞 28面
産業クラスター活動
タイ経産省 職員に説明会
ＴＡＭＡ協会

TAMA協会は来日中のタイ経済
産業省職員らに対し、産業クラス
ター活動の説明会を開いた。

技術経営
研究科

古川勇二 教授

2008/3/7 日刊工業新聞 1面

第4回キャンパスベンチャー
グランプリ全国大会
文科大臣賞に真下さん（東
京農工大）

第4回キャンパスベンチャーグラ
ンプリ全国大会にて文部科学大
臣賞・テクノロジー部門大賞を受
賞。

工学府
真下智昭さん
（学生）

2008/3/7 日刊工業新聞 23面

有限責任中間法人エー・
ティー・ネッツ
東京農工大の卒業生
母校の産学官連携を側面
支援

農工大卒業生の有限責任中間法
人が、母校で産学官連携の実務
を側面支援する取り込みについ
て紹介。

2008/3/7 日本経済新聞 12面 レリアン 新社長に湊賢夫氏
農工大工学部卒業の湊氏が26日
に就任。

工学部卒
湊 賢夫氏
（卒業生）

2008/3/8
日経エコロジー
（4月号）

p47
最初の偽装報道を支えた分
析手法
古紙配合の有無は見抜け

古紙配合率の専門家として古紙
配合率偽装を見破る手法を解
説。

農学府 岡山隆之教授

2008/3/10 毎日新聞 19面

大学リユース市 規模拡大
で悩みも
卒業生の家電や家具を新
入生に

家具再利用の取り組みが広まる
一方で、保管場所を課題とする大
学が増えている現状を紹介。ま
た、エコリーグ事務局員の宮坂和
彦さん（農工大）がコメント。

農学部
ごみダイ
エット
NOKO

宮坂和彦さん
（学生）

2008/3/11 日刊工業新聞 28面

首都圏産業活性化協会、広
域連携を強化
四国のクラスターと交流
次世代紙素材 共同研究開
発も

TAMA協会の古川勇二会長は四
国地方の次世代紙素材クラス
ターとの交流を活発化させ広域
連携を強化する構え。

技術経営
研究科

古川勇二 教授

2008/3/11 日刊工業新聞 25面

第4回キャンパスベンチャー
グランプリ全国大会
文部科学大臣賞 東京農工
大の「マイクロTRモーター」

第4回キャンパスベンチャーグラ
ンプリ全国大会表彰式の詳細。

工学府
真下智昭さん
（学生）

2008/3/13 読売新聞 19面
女性の再就職大学が支援
専門プログラム国も費用

再就職をめざす女性に対し大学
が学ぶ場を提供する働きが広
まっている。農工大では女性獣医
師を対象としたプログラムを実施
する予定。

2008/3/18 日本経済新聞 7面
三菱東京ＵＦＪ銀行 東京農
工大に5億4000万円
国立大へ初の長期融資

三菱東京ＵＦＪ銀行は日本政策投
資銀行と共同で東京農工大学に
約5億4000万円を融資した。民間
金融機関から国立大への長期融
資は全国で初。

2008/3/19 ガテン NO.13 p188
まるでロボコップ！？
農作業用ロボットスーツ！

東京農工大学遠山茂樹教授らが
開発したロボットスーツが紹介さ

工学府 遠山茂樹教授

2008/3/19
日刊工業新聞
（第2部）

10～
12面

5軸制御マシニングセンター
における制御性能向上への
取り組み

工作機械の5軸制御マニングセン
ターが普及、それに伴い要求され
る制御性能と将来に向けた課題
について紹介。

工学府 佐藤 隆太 助教

2008/3/24 日刊工業新聞
20・
21面

第4回キャンパスベンチャー
グランプリ全国大会

第4回キャンパスベンチャーグラ
ンプリ全国大会表彰式の詳細。
真下さんのコメント等。

工学府
真下智昭さん
（学生）

2008/3/25 日刊工業新聞 28面

東京農工大学が国際産学
官連携活発化
研究成果発表会に英国ブラ
イトン大学がブース設置

国際産学官連携が活発化してい
る中、東京農工大学の研究成果
発表会に英国ブライトン大学の
ブースが設置されたことを紹介。

2008/3/26 東京新聞 22面 進学ＥＸＰＯ2008 出席大学の紹介（本学含む）。

2008/3/26
読売新聞（夕
刊）

2面
キリンと2大学 乳酸菌など
の働き 解明へ
腸内環境 フラスコで再現

キリンホールディングスは広島
大、農工大と共同で人間の腸内
の環境を人工的に再現し、大腸
の内部の細菌を調べる実験装置
を日本で初めて開発した。

農学府

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

2008/3/27 朝日新聞 3面
汚染物質、刻々と変質 茶
色い雲越境
オゾンで疾患拡大予測

越境大気汚染について、環境汚
染物質の監視で畠山史郎教授、
またオゾンに関して伊豆田猛教
授がコメント。

農学府
畠山 史郎教授
伊豆田 猛教授

2008/3/31 読売新聞 27面
売り込め！大学院生
大学や企業 就職を支援

博士課程者の就職状況が厳しく
なる中、東京農工大学他12の大
学では国の補助を受け支援事業
を展開。また、農工大ではキャリ
アパス支援センターを設置し幅広
い支援が可能。

日本の国際協
力2007年版（外
務省発行）
P107

炭を利用した、環境に優し
い農村開発を目指して～ベ
トナム・バクマー国立公園～

東京農工大学は2008年1月から3
年間ベトナムの住民を対象とした
炭利用の農村開発プロジェクトを
開始している。
またプロジェクトについてコメン
ト。

農学府 山田祐彰 講師

前月未掲載記事
掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）内容

2008/2/20 全酪新報
2毛作地域での飼料イネを
普及

埼玉県農林総合研究センターで
行なわれた、移植栽培、品種組
み合わせによる適期収穫の拡大
についての検討会で、農工大工
学部の飯野洸さん(細見研究室)
の研究成果が報告。

工学部
飯野洸さん
（学生）

2008/2/26
月刊科学雑誌
『Newton』

p68
～73

リサイクルは有効か？
環境への負荷はこれだけか
わる

再生紙の品質に関し専門家とし
て協力・コメント。

農学府 岡山隆之 教授

媒体名 掲載関係者・部局等


