
平成２０年度　新聞記事等一覧　(４月分）

掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）内容

2008/4/1 日本経済新聞 39面 再・発・見 ＠府中市晴見町

東京・府中の晴見町商店街が
取り上げられ、東京農工大学
は「府中30景」に選ばれてい
ると紹介。

2008/4/2
朝日新聞
（多摩版）

26面
東京農工大散策
花に馬 春めく実験農場

作家の江上剛氏が小説の取
材で千葉教授を訪ねた際、農
場や厩舎などを散策した感想
が記載。

連合農学研究科 千葉 一裕 教授

2008/4/3 日刊工業新聞 2面
大学院生への経済支援
社会ニーズに応じた
〝博士″を

博士課程学生への経済支援
が4月から大きく前進する。社
会のニーズに合った各大学の
特色が求められている（本学
JIRITSU関係）。

2008/4/6 読売新聞 20面 院生獲得　資金力で格差
本年度は工学と生物システム
応用科学の2専攻の院生（本
学JIRITSU関係）。

学長 小畑 秀文 学長

2008/4/7 日刊工業新聞 27面
未来思考経営戦略①
野球は何人でやるのか

次世代に向けた経営戦略を
野球になぞったコラム。人口
問題を野球になぞり解説。

技術経営研究科 林　志行 教授

2008/4/8 日本農業新聞
小松菜黄化はリン過剰
東京農工大などグループ

農工大などの研究グループ
が小松菜の葉が黄色く変色
する原因は、リン過剰な圃場
で冬場の低温や乾燥の原因
であると突き止めた。

生物システム応用科学府 岡崎 正規 教授

2008/4/10 日刊工業新聞 24面
介護ロボの球面モーターに
夢
ダブル技研

ダブル技研社長の和田氏は
遠山教授らと共同で「球面超
音波モーター」の開発中。

工学府 遠山 茂樹 教授

2008/4/10 毎日新聞 22面
樹木医　神庭正則さんに療
育学ぶ

木の病気について樹木医、神
庭さんによる解説。

農学部卒
神庭 正則氏
（卒業生）

2008/4/11 読売新聞 31面
中央線 帰宅の足も混乱
変電所火災 間引き運転に困
惑

中央線が長時間運転を見合
わせた問題で農工大・小金井
キャンパスでは遅延証明書を
持っている学生に対し不利益
にならない対策を行った。

2008/4/12
日本経済新聞
（日経プラス１）

15面
暮らしサプライズ
水と肌に微妙な「相性」

水の硬度の違いが肌荒れの
原因。

農学府 松田 浩珍 教授

2008/4/17
朝日新聞
（多摩版）

29面

多摩から拡大、6月に全国一
斉調査
清流求め「川のカルテ」

「身近な水環境の全国一斉調
査」が6月から実施される。こ
の調査は小倉名誉教授が実
施してきた活動を全国へ発
信。

農学府
小倉 紀雄
名誉教授

2008/4/18 科学新聞 2面
ＪＳＴの新設研究
「地域に根ざした脱温暖化」
領域総括に堀尾氏

科学技術振興機構・社会技術
研究開発センターは新たな研
究開発領域に「地域に根ざし
た脱温暖化・環境共生社会」
を決定。領域総括に元農工大
教授の堀尾氏。

生物システム応用科学府
堀尾 正靭氏
（元教授）

2008/4/18 読売新聞 28面 農工大国際連携

英国ブライトン大学との日英
合同セミナー「国際産学官連
携の現状と可能性」を17日英
国大使館で開催。

2008/4/18 読売新聞 29面
府中のケヤキ保護計画
馬場大門並木

府中市は「けやき並木保存管
理計画策定委員会（委員長・
農工大福嶋教授）」より提言を
受け、けやき並木を保護する
長期的計画を作成。

農学府 福嶋 司 教授
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2008/4/18 日刊工業新聞 29面

東京農工大　産学連携の知
財で協定
英国ブライトン大と技術移転
で仲介料

農工大と英国ブライトン大学
は17日、国際産学連携におけ
る知的財産取り扱いについて
覚書を結んだと発表。

学長 小畑秀文 学長

2008/4/19 日本農業新聞 2面
食料危機とサミット
自給重視 理解へ好機

世界的な食料価格の対応
が、7月の北海道洞爺湖サ
ミットで議論される。

農学府 矢口 芳生 教授

2008/4/21 朝日新聞 29面
東京農工大「ロボット研究会
RUR」　目標へ「無」から試行
錯誤

農工大の「ロボット研究会ＲＵ
Ｒ」は06年NHK大学ロボコンで
優勝し日本代表としてアジア
大会に出場した。

工学部
（ロボット研究会
RUR）

日俣 明さん
（学生）

2008/4/21 毎日新聞 14面
離職女性の再就職を大学が
支援。その中身は？

文部科学省が委託する「社会
人の学び直しニーズ対応教
育推進プログラム」の一環。
農工大では離職した女性獣
医師らが対象。

農学府

2008/4/21 日刊工業新聞 29面
未来思考 経営戦略②
便利さの裏に落とし穴

次世代に向けた便利さを題材
にしたコラム。便利さの裏側
に落とし穴があると解説。

技術経営研究科 林　志行 教授

2008/4/21 しんぶん赤旗 5面
きらり理系女子
研究と家庭 両立はムリ？

農工大では女性研究者を支
援した「学内研究サポートシ
ステム」があり子育てをバック
アップする。またセンター長の
宮浦教授のコメント。

女性キャリア支援・
開発センター

宮浦 千里 教授
 （センター長）

2008/4/22 日刊工業新聞 29面
産学官連携戦略展開事業
「国際」は大半が支援確実
文科省、応募状況公表

文部科学省は08年度スタート
の「産学官連携戦略展開事
業」応募状況を公開。3区分の
うち農工大は国際的な産学官
連携活動の推進に応募。

2008/4/22
ビジネス月刊誌
フォーブス日本版

ｐ56～57
「女子生徒よ、理系学部にき
たれ！」

農工大では女性研究者を支
援するシステムがあり「農工
女子のハローワーク」と「もの
づくり体験」を実施した。

女性キャリア支援・
開発センター

宮浦 千里 教授
 （センター長）

2008/4/27 RKB毎日放送
JNN九州沖縄ドキュメント
　ムーブ

伊豆田教授が農作物に対す
るオゾンの影響に関するイン
タビューに答える。

農学府 伊豆田 猛 教授

2008/4/28 日刊工業新聞 23面
未来思考経営戦略③
国内回帰のものづくりに新展
開

次世代に向けたものづくりを
題材にしたコラム。街と工場
のあり方を解説。

技術経営研究科 林　志行 教授
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