
平成２０年度　新聞記事等一覧　(5月分）

№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）内容

1 2008/5/1 広報ふちゅう 3面

官公庁から
東京農工大学特別講演会「循環
型社会を目指して～企業のＣＳＲ
と大学のUSR」

特別講演会案内
江上剛氏「循環型社会を目指して～企
業のCSRと大学のUSR」の案内。

2 2008/5/4
ＴＨＥ ＮＩＫＫＥＩ
ＭＡＧＡＺＩＮＥ
(日本経済新聞第2部）

特集 小さきものたちの力
子どももすなる観察日記
大人もデジカメ片手にしてみむ

多摩地区の、街路樹の下では弱ア
ルカリ性の土が目立ち、「東京が砂
漠化している」と岡崎教授は警鐘を
鳴らす。

生物シス
テム応用
科学府

岡崎　正規　教授

3 2008/5/5 日刊工業新聞 15面
未来思考 経営戦略④
後期高齢者医療制度はショック療法

後期高齢者医療制度を題材にした
コラム。

技術経営
研究科

林　志行 教授

4 2008/5/7 農業共済新聞 2面
一過性ではない食料不足
再考必要なバイオ燃料政策

食料需給問題とバイオ燃料政策に
ついて

農学府 矢口芳生 教授

5 2008/5/8
日経エコロジー（6月
号）

ｐ11
再生紙偽装
製紙連の古紙配合率検証制度
「消費者不在」の批判免れず

日本製紙連合会が再生紙偽装の
再発防止策として発表した「古紙パ
ルプ等配合率検証制度」について
解説。

農学府 岡山隆之 教授

6 2008/5/9 読売新聞（地域版） 34面
農工大が一般向け選書
 第1弾は「昆虫の知恵」

東京農工大出版会は9日、一般読
者向けの大学選書シリーズ第1弾
となる「人が学ぶ 昆虫の智恵」を
発売。

農学府 普後　一 教授

7 2008/5/9 読売新聞 34面 産学の責任考える
特別講演会案内
江上剛氏「循環型社会を目指して～企
業のCSRと大学のUSR」の案内。

8 2008/5/9 日本経済新聞 33面
東京農工大学第8回特別講演会
「企業のＣＳＲと大学のＵＳＲ～循
環型社会を目指して～」

特別講演会案内
江上剛氏「循環型社会を目指して～企
業のCSRと大学のUSR」の案内。

9 2008/5/11 広報ふちゅう 5面
講座・講習
市民ボランティア環境調査
「河原に咲く花の観察会」

24日に開催。講師に星野准教授。 農学府 星野義延 准教授

10 2008/5/12 日刊工業新聞 27面
未来思考 経営戦略⑤
全体見通す「デザイン」が大切

マネジメントを題材にしたコラム。
技術経営
研究科

林　志行 教授

11 2008/5/14 読売新聞（夕刊） 4面

あんしん社会保障
最前線 補助犬㊦
10月から一般企業も対象
職場の理解度受け入れ左右

10月より改正される「身体障害者
補助犬法」で、職場への補助犬受
け入れの現状と課題について。

農学府 甲田 菜穂子 准教授

12 2008/5/14 朝日新聞（夕刊） 4面
残留医薬品
全国37の1級河川から検出

医薬品による環境汚染について、
高田教授らのチームは全国37の1
級河川の水を調べ、すべての河川
で何らかの医薬品が残留している
ことが確認された。

農学府 高田 秀重 教授

13 2008/5/16 日経産業新聞 16面

マンスリー編集特集
日の丸ロボ 世界産業の主役
モーター、小型化競う
高速動作の要に

機能を高めたモーターの開発とそ
れを活用したロボット開発が進んで
いる。その一例として遠山教授らの
研究グループの農作業負担を軽
減するロボットスーツを紹介。

工学府 遠山 茂樹 教授

掲載関係者・部局等媒体名

(1)



№ 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

14 2008/5/18 東京新聞（多摩版） 22面

東京農工大出版会
 初の一般向け書籍
昆虫の足なぜ6本？科学を分かり
やすく

東京農工大学出版会が初めて一
般読者を対象にした本「人が学ぶ
昆虫の智恵」を刊行。

農学府 普後　一 教授

15 2008/5/18 中国新聞
日曜エッセー
新事業の創成 根本は「人」

BI（ビジネスインキュベーション：新
事業の創成）についてのエッセー。

産学連携・
知的財産
センター

福田 稔 氏

16 2008/5/19 日刊工業新聞 29面
未来思考 経営戦略⑥
ローテクが差別化の決め手

ローテクとハイテクを題材にしたコ
ラム。

技術経営
研究科

林　志行 教授

17 2008/5/20 読売新聞 18面
大学 ミニ情報
東京農工

東京農工大学出版会が、一般読
者を対象に「東京農工大学選書」
を刊行。

農学府 普後　一 教授

18 2008/5/20 読売新聞（地域版） 30面
ひと紀行　東京農工大㊤
知的財産 社会に還元

岩崎教授・岡崎教授・田中准教授
の研究について紹介。

農学府
生物システム
応用科学府
工学府

岩崎 利郎　教授
岡崎 正規  教授

田中 剛　　 准教授

19 2008/5/21 朝日新聞 31面
理科離れ防止に単行本シリーズ
東京農工大「知的財産 社会に還元」

東京農工大学出版会が一般向け
の単行本シリーズを刊行。

農学府 普後　一 教授

20 2008/5/21 東京新聞（地域版） 23面
名建築を訪ねる
こめられた建築家の信念
東京農工大農学部本館

東京農工大学農学部本館の紹
介。

21 2008/5/23 科学新聞 7面
平成20年度科学研究費補助金
機関別配分額トップ300

平成20年度科学研究費補助金の
機関別配分額で、東京農工大学は
24位。

22 2008/5/25 TBS
「人と水の洞窟
～生き物たちの地球サミット～」

サミットにちなみ、注目のあつまっ
ている洞窟湖の四季を通じて集ま
る野生動物や大地の恵みなど魅
力を紹介。

農学府 梶　光一 教授

23 2008/5/26 日刊工業新聞 31面
未来思考 経営戦略⑦
四川大地震にＣＳＲ経営学ぶ

リスクマネジメントとＣＳＲについて
のコラム

技術経営
研究科

林　志行 教授

前月未掲載記事

№ 掲載年月日 媒体名 記事（番組）表題 記事（番組）内容 掲載関係者・部局等

1 2008/4/24 日経産業新聞
ＴＦＴでＤＮＡ検出
小型・使い捨て装置視野

薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を利用した
ＤＮＡ検査装置の基盤技術を開
発。持ち運び可能な小型の装置に
まとめ実用化を目指す。

工学府
松永　是 教授
田中　剛 准教授

2 2008/4/26 山梨日日新聞
遊休農地で小麦を栽培
　住民との交流芽吹く
東京農工大「黒森もりもり倶楽部」

農工大の学生でつくる「黒森もりも
り倶楽部」は、遊休農地を利用した
小麦栽培で地域活性化に取り組
み、住民との交流も生まれた。

農学府
（黒森もりも
り倶楽部）

(2)


