
平成22年度　新聞記事等一覧　(3月分）

№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 3月1日 広報ふちゅう 4面 ひろば
東京農工大学ゴミダイエットＮＯＫOのリサイクル市
に提供できる生活用品の募集に関する案内。 農学部

山本　健太郎　氏
　　　代表（学生）

2 3月2日 日本経済新聞 35面
第１１回特別講演会　循環型社会を目
指してー異文化としての日本ー

東京農工大学が主催する「第１１回特別講演会　循
環型社会を目指してー異文化としての日本ー」の開
催案内。

学長 小畑　秀文 学長

3 3月2日 農業共済新聞 11面

土壌診断で　堆肥を効率化
愛媛県松前町農業生産法人「あぐり」
分析結果を地図に反映
資材費抑え環境負荷を低減

東京農工大学澁澤教授が、愛媛県松前町の農業生
産法人「あぐり」の取り組んでいるリアルタイムに計
測した土壌診断結果を施肥に生かす精密農業に関
し、「あぐりでは、初めての圃場でも土壌診断結果を
施肥管理などに役立て、効率のよい作物生産に取
り組んでいる」とコメント。

農学研究院 澁澤 栄　教授

4 3月3日

スカイパーフェクトＴＶ、
ケーブルテレビ
Ch.２５６　朝日ニュー
スター

ＴＶ 海堂ラボ
東京農工大学小畑学長が、最先端医療システム“コ
ンピューター画像診断支援” について、スタジオ出
演し、解説。

学長 小畑　秀文 学長

5 3月4日 朝日新聞 29面
渡辺氏が事務所開き
小池氏支援者が会見

東京農工大学本間名誉教授らが、都知事選に立候
補の表明をした小池晃氏の支持を広く呼びかけるた
め、都庁で記者会見し、アピール文を発表したと紹
介。

本間　慎　名誉教授

6 3月4日 日刊工業新聞 13面
新規ペプチドを製造
積水メディカルなど　事業化へ共同開
発

東京農工大学千葉教授らの研究成果の実用化を行
う同大発のベンチャー企業であるJITSUBO株式会
社が、積水メディカル株式会社と新規ペプチド製造
法を事業化するため共同開発を始めたと紹介。

JITSUBO株式会社

連合農学研究科

永野　富郎　代表取
締役
千葉　一裕　教授

7 3月5日 毎日新聞 9面
シカ食害　全国の半数
植生学会調査　関東以西で影響大
知床、奥日光も

東京農工大学福嶋教授が会長を務める植生学会
が、森林や草原など植生へのシカの影響を全国で
調査した結果、48％の地域で食害などの影響が出
ていることが分かったと紹介。

農学研究院 福嶋　司　教授

8 3月6日 朝日新聞 35面
おやじのせなか
予測つかない自由人
白石　昌則　さん

東京農工大学広報大使白石氏の実父に対する回
想を紹介。

白石　昌則　広報大使

9 3月7日 日刊工業新聞 11面
１０年度「論文賞」　表彰式を開催
ファナック　ＦＡロボ財団

東京農工大学堤教授らが、「テーブル旋回形５軸制
御マシニングセンタの幾何偏差同定方法の一般化」
の論文で、ファナックＦＡロボット財団から１０年度
「論文賞」の表彰を受けたと紹介。

工学研究院 堤　正臣　教授

10 3月7日 日本経済新聞 38面
植生の48％、シカ被害
学会が初の全国調査

東京農工大学福嶋教授が会長を務める植生学会
が、森林や草原など植生へのシカの影響を全国で
調査した結果、48％の地域で食害などの影響が出
ていることが分かったと紹介。

農学研究院 福嶋　司　教授

11 3月7日 日経産業新聞 12面
ペプチド製造法開発へ
積水メディカル　農工大発ＶＢと

東京農工大学発のバイオべンチャー「JITSUBO株式
会社」が、積水メディカル株式会社と医薬品の製造
基準に対応したペプチドの製造法を共同開発すると
紹介。

JITSUBO株式会社
永野　富郎　代表取
締役

12 3月8日 朝日新聞 33面
砂川闘争「被告」の青春
武藤・九大名誉教授　歩み 自分史に

東京農工大学農学部卒業生の武藤氏が、旧米軍立
川基地の拡張計画を阻止しようと侵入し逮捕された
「砂川事件」について、元被告としての歩みをつづっ
た自分史「砂川闘争の記　ある農学徒の青春」を出
版したと紹介。

農学部
武藤　軍一郎　氏
（卒業生）

13 3月9日 日刊工業新聞 25面 気持ち忘れず

東京農工大学白井教授が、口蹄疫の発生した宮崎
県における酪農家の牛を大切にしている様子に触
れ、「酪農家の気持ちを忘れずに、大学から支援し
ていこうと心を決めている」 と紹介。

農学研究院 白井　淳資　教授

14 3月11日 広報ふちゅう 4面 ひろば 東京農工大学リサイクル市の開催案内。 ごみダイエットＮＯＫＯ
山本健太郎　代表
（学生）

15 3月11日 　 4面 ひろば
東京農工大学を会場とする東京植物病理学会大会
公開シンポジウム「植物保護科学から食の安全・安
心を考える」の開催案内。

農学研究院 寺岡　徹　教授

16 3月12日 毎日新聞 5面 ■入試中止・延期
文部科学省が発表した後期日程試験を中止する国
公私立大学30校
に東京農工大学が掲載。

学長 小畑　秀文 学長

17 3月12日 毎日新聞 36面
今さら聞けないPLUS＝コレステロール
善玉とも限らず、体に必須

東京農工大学遠藤名誉教授が、スタチンというコレ
ステロールを肝臓で作りにくくする薬を米屋の青カビ
から発見し、その薬は100カ国以上の約3千万人に
使われており、「世界で最も売れている薬」と言われ
ていると紹介。

遠藤　章　特別栄誉
教授

媒体名 掲載関係者・部局等

(1)



18 3月15日 読売新聞 29面
後期入試方法
千葉大など変更

東京農工大学などが、東日本巨大地震を受け、後
期日程入試をとりやめ、大学入試センター試験の成
績と調査書の内容などで合否を決定すると紹介。

学長 小畑　秀文 学長

19 3月16日 日刊工業新聞 21面

東日本大地震
東北大・宮教大など支援
山形大
医療チームやコメ提供　他大学との調
整役も

東京農工大学などが、文部科学省高等教育局国立
大学法人支援課に、東日本大地震の被害を受けた
大学への支援希望を寄せていると紹介。

学長 小畑　秀文 学長

20 3月16日 朝日新聞 29面
後期入試中止
国立大相次ぐ

東京農工大学などが、東京電力の計画停電などを
理由に、後期日程入試を中止し、センター試験の成
績等を基に合否を決めると紹介。

学長 小畑　秀文 学長

21 3月16日 日刊工業新聞 21面
学術界にも打撃
学会中止相次ぐ

東京農工大学を会場として開催を予定していた化学
工学会の第76年会が、地震の影響により中止を決
めたと紹介。

技術経営研究科 亀山　秀雄　教授

22 3月17日 東京新聞 16面
卒業式やＪＦＬ
相次いで中止に

東京農工大学などが、東日本大地震と、それに伴う
計画停電の影響で、後期日程入試を中止し、合否
判定は大学入試センター試験の成績などを利用す
ると紹介。

学長 小畑　秀文 学長

23 3月18日 日刊工業新聞 19面
国大協が物資提供呼びかけ
全国の大学が支援
東大は８トントラック手配

東京農工大学が、国立大学協会から被災大学に対
する災害支援物資の提供依頼を受けて、アルファ米
3,000食分の提供を決めたと紹介。

学長 小畑　秀文 学長

24 3月22日 日刊工業新聞 WEB
第12回理工系学生
科学技術論文コンクール
受賞者発表

東京農工大学農学部の光山拓実氏が、日刊工業新
聞の主催する科学技術論文のコンクールに「農業と
工業の融和～精密農業～」の論文で応募し、入賞し
たと紹介。

農学部
光山　拓実　氏（学
生）

25 3月24日 日刊工業新聞 1面
スマートフォンで　　”タンスの中”管理
東京農工大がツール

東京農工大学近藤准教授らが、スマートフォンを使
い手軽に自分が持っている衣服を管理できるデータ
ベース作成ツールを開発したと紹介。

工学研究院 近藤 敏之

26 3月24日 東京新聞 12面
新刊紹介
「おかえり。５ねんぶりの生協の白井さ
ん」

東京農工大学広報大使の白石氏が新刊した著書
「おかえり。５ねんぶりの生協の白石さん」　の紹介。

白石　昌則　広報大使
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追加記事等　(2月分）

№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 2月18日 科学新聞 2面

CREST、さきがけ
２２年度の新規課題決定
JSTの戦略的創造研究推進事業
CREST

東京農工大学早出教授が、科学技術振興機構の戦
略的創造研究推進事業「CREST」に応募し、「シアノ
ファクトリ」の開発」の課題で新規に採択されたと紹
介。

工学研究院 早出　広司　教授

2 2月18日 科学新聞 7面
２０１１年　学協会大会一覧（２月～７
月）

東京農工大学が会場となる学会（化学工学会、日本
植物病理学会、日本獣医学会）の開催案内。

技術経営研究科
農学研究院
農学研究院

亀山　秀雄　教授
寺岡　徹　教授
三森　国敏　教授

3 2月21日 日刊工業新聞 23面

著者登場
企業研究資金の獲得法
（丸善刊、03・6367・6038）
戦略的ニーズ読む力が必要

東京農工大学永井教授が、「企業研究資金の獲得
法」の著者として紹介され、本学における産学共同
研究の今の課題などの質問についてコメント。

工学研究院 永井　正夫　教授

4 2月22日 NHK TV
首都圏ネットワーク
ジャパンシンドローム

東京農工大学千葉教授が、日本のポスドク問題で、
本学がイノベーション推進機構等の活動を通じたポ
スドク問題への取り組みについて、出演し、解説。

イノベーション推進機構
長

千葉　一裕　教授

5 2月22日 朝日新聞 11面
日本ガイシ
新社長に加藤太郎氏

東京農工大学工学部卒業生の加藤氏が、４月１日
付けで日本ガイシの社長に就任すると紹介。

工学部 加藤　太郎（卒業生）

6 2月23日 日経産業新聞 7面 ３月の主要学会
東京農工大学などの会場で行われる日本獣医学会
の開催案内。

農学研究院 三森　国敏　教授

7 2月23日 日刊工業新聞 2面
社説
共同学部・大学院制度
学部・学科の統合新手法に期待

東京農工大学が、岩手大学と共同学部・共同大学
院の制度を活用した獣医師養成の教育を２０１２年
に始めると紹介。

学長 小畑　秀文 学長

8 2月25日 科学新聞 2面 学会だより

東京農工大学梶教授が、日本森林学会公開
シンポジウム「森林保全と野生動物管理ー森と
ヒトとシカの主催者の生態・社会学」で、パネル
ディスカッションを行うと紹介。

農学研究院 梶　光一　教授

9 2月25日 日刊工業新聞 25面
獣医学と経済学融合
口蹄疫など　国際取引や補償分析
東京農工大学が研究拠点

東京農工大学が、家畜の口蹄疫などを取り上げる
「国際家畜感染症防疫研究教育センター」を設立す
ると紹介。

学長 小畑　秀文 学長

媒体名 掲載関係者・部局等
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