
平成22年度　新聞記事等一覧　(11月分）

№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 11月1日 大学新聞 6面
「農工祭」で学びを発見
東京農工大学

東京農工大学の学園祭「農工祭」が、学部ごと
に開催されており、学部ごとの特色を強く打ち
出した内容となっていると紹介。

学園祭実行委員会

2 11月1日 京王ニュース 5面
東京農工大　農工夢市場
大学内で生産・加工された商品を
売るアンテナショップ

東京農工大学「夢市場」の紹介及び第５２回農工祭
の開催案内。

農学部附属広域都市
圏フィールドサイエン
ス教育研究センター

島田　順　センター長

3 11月1日 日経産業新聞 2面
分解性プラ特許　農工大ＴＬＯに
コスモ石油供与

農工大ティー・エル・オー株式会社が、生分解性プラ
スチックの関連特許について、コスモ石油からライセ
ンス供与される契約を結んだと紹介。

農工大ティー・エル・オー
株式会社

伊藤　伸　社長

4 11月2日 日刊工業新聞 1面

自動車排ガス触媒
白金より高性能
鉄・セリウム炭素合金開発
製造コスト10分の1

東京農工大学亀山教授が、東京工業大学の宮田清
蔵特任教授らと、自動車排ガス浄化で白金系触媒
より高性能の鉄・セリウムカーボンアロイ（炭素合
金）触媒を開発したと紹介。

技術経営研究科

前学長

亀山　秀雄　技術経営研
究科長

宮田　清蔵　前学長

5 11月3日 日刊工業新聞 8面

生分解性プラ関連特許技術
接着剤・塗料に活用
コスモ石と農工大ＴＬＯ　ライセンス許
諾

農工大ティー・エル・オー株式会社が、生分解性プラ
スチックに関する特許のサブライセンス付ライセンス
の実施許諾契約をコスモ石油と結んだと紹介。

農工大ティー・エル・オー
株式会社

伊藤　伸　社長

6 11月4日 日刊工業新聞 21面
青い花を作る遺伝子
東京農工大などが発見

東京農工大学小関教授及びキリンホールディングス
は、植物色素「アントシアニン」にブドウ糖を結合さ
せ、青く発色させるために必要な酵素とその遺伝子
を発見したと紹介。

工学研究院

工学研究院

小関　良宏　教授

佐々木　伸大　助教

7 11月5日 日刊工業新聞 3面

エネの新しい「ものさし」
”エクセルギー”紹介　電気新聞

東京農工大学亀山教授が、日刊工業新聞と日本電
気協会新聞部が協力し開催したシンポジウム「エネ
ルギーの新しいものさしーエクセルギー」において講
演したと紹介。

技術経営研究科
亀山　秀雄　技術経営研
究科長

8 11月10日 日刊工業新聞 30面
25日、東京農工大で環境シンポを開
催
ＴＡＭA協

東京農工大学小金井キャンパスで、環境シンポジウ
ム「ＴＡＭＡ産学官金サミット」を開催すると案内。

工学府

9 11月11日 日経産業新聞 11面

先端人
東京農工大学教授　朝倉哲郎氏
分子構造調べ血管作製
絹から再生医療材料

東京農工大学朝倉教授が、カイコが作る天然の絹
から再生医療材料を作る研究に取り組んでいると紹
介。

工学研究院 朝倉　哲郎　教授

10 11月11日 読売新聞 2面
顔
高橋　康嗣さん　４０

東京農工大学卒業生の高橋　康嗣氏が、在学中に
国体サッカー協会公認の準指導員資格を取得し、１
０～１２歳対象の「ダノンネーションカップ」で、チーム
を３年連続の日本代表に導き、先月の南アフリカ大
会で４０か国中５位と健闘したと紹介。

工学部
高橋　康嗣　氏
（卒業生）

11 11月12日 日本経済新聞 39面
大学ブランド調査
総合１位は早大
日経ＢＰコンサル

東京農工大学が、日経ＢＰコンサルティングが大学
やそこに通う学生に対するイメージに関する回答を
偏差値化してランキングした「大学ブランド・イメージ
調査2010-2011」において、「地域産業に貢献してい
る」の項目で首位であったと紹介。

学長 小畑　秀文 学長

12 11月12日 科学新聞 1面
青色花弁から新規の糖転移酵素遺
伝子
－世界発、東農工大グループ発見－

東京農工大学小関教授と佐々木助教らが、キリン
ホールディングスと共同で、デルフィニウムの青色
花弁からアントシアニン分子の７位にブドウ糖を結
合させる新規の糖転移酵素遺伝子を世界で初めて
発見したと紹介。

工学研究院

工学研究院

小関　良宏　　 教授

佐々木　伸大　助教

媒体名 掲載関係者・部局等
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13 11月13日 日刊工業新聞 3面
東京農工大学
学長に松永氏

東京農工大学が、次期学長に松永是副ｆ学長が就
任すると発表。

理事 松永　是副学長

14 11月13日 読売新聞 33面
次期学長に松永氏
東京農工大

東京農工大学が、次期学長を松永是副学長にする
ことに決定したと発表。

理事 松永　是副学長

15 11月13日 東京新聞 26面
松永副学長を次期学長候補に
東京農工大

東京農工大学が、学長選考会議を開き、次期学長
候補者に松永是副学長を決定したと発表。

理事 松永　是副学長

16 11月14日 読売新聞 16面
日曜の朝に
間伐材製品　身近にしたい

東京農工大学木平名誉教授が、間伐推進中央協議
会開催の「間伐・間伐材利用コンクール」の審査委
員長を務めたこと及びコメントを紹介。

木平　勇吉　名誉教授

17 11月16日 毎日新聞 30面 森と生きるフォーラム開催

東京農工大学畠山教授らが、14日に開催された日
本の森林再生を考える第３回「森と生きるキャンパ
スフォーラム2010 in 慶応」シンポジウムで、東アジ
アからの大気汚染が進む現状報告を行ったと紹介。

農学研究院 畠山　史郎　教授

18 11月17日 日刊工業新聞 4面 金型加工の基礎講習
東京農工大学笹原教授が、12月13日に開催される
第８回型技術基礎講習会「金型加工の基礎」におい
て、「切削加工の基礎」について講演すると紹介。

工学研究院 笹原　弘之　教授

19 11月18日 読売新聞 12面
今週のお題だっち
昆虫＋ロボット＝？
操縦はガにおまかせ

東京農工大学森島准教授と秋山特任助教が、昆虫
の身体能力でロボットをつくろうと考える研究者とし
て動力源に昆虫の筋肉を使うと紹介。

工学研究院

工学研究院

森島　圭祐　准教授

秋山　佳丈　特任助教

20 11月20日 東京新聞 29面 訃報 東京農工大学平田教授の訃報。 農学研究院 平田　豊　教授

21 11月21日 広報ふちゅう 3面
官公庁から
東京農工大学科学博物館「子ども科
学教室～コンピュータを育てよう」

東京農工大学科学博物館「子ども科学教室」の開催
案内。

科学博物館

工学研究院

豊田 昭徳　館長

小谷　善行　教授

22 11月21日 毎日新聞
長野
版
2面

木島平村で「農村文明塾」
村おこしなどで討論

東京農工大学千賀教授が、長野県木島平村で村民
らが自立した村づくりを学ぶために開催されたオー
プンカレッジ「農村文明塾」で講演を行ったと紹介。

連合農学研究科 千賀　裕太郎　科長

23 11月22日 東京新聞 20面

大学＠town
東京農工大＆府中
ミニホースの会
「ふれあい」通じて癒やし

東京農工大学「ミニホースの会」が、ミニホースとの
「ふれあい会」を学園祭のイベントとして催したと紹
介。

農学研究院

ミニホースの会

田谷　一善　教授

丸井　祐巳　代表（学生）
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追加記事等　(10月分）

№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 10月29日 読売新聞 32面
負傷の鳥　訓練ケージ着工
府中・東京農工大キャンパス

東京農工大学「野生動物研究会」が、同大府中キャ
ンパス内に地域住民の協力を得て、けがをした野鳥
が飛行訓練するためのケージを設営し、１１月中旬
に完成予定と紹介。

野生動物研究会

農学研究院

代表者　石井　宏章

渡辺　元　教授

2 10月29日 科学新聞 2面

優秀な若者争奪　先進国間で激化
世界大学ランクの日本への影響、今
後拡大
渡辺記念会が報告書
１９項目で対応策

東京農工大学小野副学長が、（財）新技術振興渡辺
記念会による海外発の「世界大学ランキング」が、
日本へ与える影響を調査研究し、関係者への面接
者となったと紹介。

理事 小野　隆彦　副学長

3 10月29日 日経産業新聞 11面

脳梗塞向け血栓溶解薬
投与時間に制限なし
東京農工大ＶＢ
１２年にも米で治験　　出血の恐れ小
さく

東京農工大学発の医薬品ベンチャー、ティムスは、
脳梗塞の急性期治療に使う新しいタイプの血栓溶
解薬の臨床試験を2012年にも米国で始めると紹
介。

農学研究院

株式会社　ティムス

蓮見　恵司　教授

粕谷　広之  社長

4 10月30日 福島民友新聞 13面
地方分権改革けん引を
中核市サミットで市長
地産地消推進で討論

東京農工大学野見山教授が、28日に開催された
「中核市サミット2010 in 群山」の第3分科会「地産地
消を通した地域の活性化への取り組みについて」に
おいて、コーディネーターを務めたと紹介。

農学研究院 野見山　敏雄　教授

5 10月30日 朝日新聞 35面

教え合い　技伝え30年
東京農工大科学博物館の「伝統工芸
会」
織物・組みひも・藍染め・・・１２研究会
が活動
生涯学習の先駆け

東京農工大学科学博物館の「伝統工芸会」が、機織
りや藍染めなど日本古来の伝統技術を受け継ぐ活
動をしており、３０周年を迎えると紹介。

科学博物館 豊田 昭徳　館長

媒体名 掲載関係者・部局等
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