
平成23年度　新聞記事等一覧　(9月分）

№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 9月1日 広報ふちゅう 6面 官公庁から
東京農工大学公開講座「リフレッシュ気功・呼吸法講
座」、「プロに学ぶゴルフ初級講座」の開催案内。

2 9月1日 エコスタ WEB
大学生に聞く！
未来を・ヒラク
環境の学問

東京農工大学工学部４年次の山本さんが、様々な学問
分野で環境問題にアプローチする大学生の先輩たちを
紹介するコーナーで、「東京農工大学に入学した動
悸」、「現在研究に取り組んでいるテーマ」及び「今後の
研究活動の夢」を紹介。

工学部 山本　理博　氏（学生）

3 9月2日 日刊工業新聞 19面

改革に挑む
大学 この人に聞く
東京農工大学長　松永　是氏
テニュアトラックで教員採用
若手研究能力底上げ

東京農工大学松永学長が、当該大学の使命志向型の
教育・研究と社会連携について、質疑応答形式でコメン
ト。

学長 松永　是　学長

4 9月2日 科学新聞 2面
トルコ・アンカラ大、独ボン大と
農工大が姉妹校協定
バイオ分野で世界をリード

東京農工大学が、国際戦略の一環として、トルコの
アンカラ大学、ドイツのボン大学とそれぞれ姉妹校
協定を締結したと紹介。

学長 松永　是　学長

5 9月2日 日本経済新聞 35面
農業の発信拠点
日野市が開設へ
市民講座や料理教室

東京都日野市が、市内の七ツ塚公園内に農業の発信
拠点となる「ファーマーズセンター」を設置することに関
し、日野市と東京農工大学などが策定した環境配慮型
の公共施設ガイドラインに基づく延べ床面積４４４平方
メートルの木造建屋をつくると紹介。

6 9月3日 リビングむさしの 2面

応援したくなる
アツい大学生たち！
地域のイベントで活躍中！ちょっと気に
なる文科系

東京農工大学ジャグリングサークルの紹介。

7 9月9日 科学新聞 2面
テニュアトラック定着へ
文科省が支援機関決定
対象教員９１人

文部科学省から平成２３年度科学技術人材育成費補助
事業「テニュアトラック普及・定着事業（機関選抜型）」の
支援機関が決定され、対象教員９１人のうち、東京農工
大学農学研究院で６人が採用されたと紹介。

8 9月10日 ＮＨＫ ＴＶ モリゾー・キッコロ　森へ行こうよ！
東京農工大学佐藤准教授が、アリの生態等について、
ＶＴＲ出演し解説。

農学研究院 佐藤 俊幸　准教授

9 9月13日 日経産業新聞 10面
ドイツ・トルコの大学と姉妹協定
東京農工大学

東京農工大学が、トルコのアンカラ大学とドイツの
ボン大学と姉妹校協定を締結したと紹介。

10 9月16日 読売新聞 9面
言の花
クチナシでも鼻はある？

東京農工大学松岡教授の著書「植物も匂いを感じる？」
（日本農芸化学会「化学と生物」）で、「葉にバラやウオッ
カなどの成分を当てると、「細胞電位」にそれぞれ違った
反応が見られる」と書かれていることが紹介。

工学研究院 松岡　英明　教授

11 9月16日 日刊工業新聞 25面
東京農工大
情報端末の画面操作特許
船井電機に５件売却

東京農工大学が、保有する情報端末の画面スク
ロールで操作性を高める特許５件を船井電機に有
償で売却したことを明らかにしたと紹介。

工学研究院 中川　正樹　教授

12 9月19日 日本経済新聞 11面

ゴキブリを「原発事故ロボ」に
体液で発電、機器作動
東京農工大
電池を開発

東京農工大学の森島准教授と秋山助教らが、昆
虫の体液を利用して発電するバイオ燃料電池を開
発したと紹介。

工学研究院
工学研究院

森島　圭祐　准教授
秋山　佳丈　助教

13 9月20日 nikkei com WEB
虫を原発災害ロボに　体液で発電、 ゴ
キブリなら１年活動

東京農工大学の森島准教授と秋山佳丈助教ら
が、昆虫の体液を利用して
発電するバイオ燃料電池を開発したと紹介。

工学研究院
森島　圭祐　准教授
秋山　佳丈　助教

14 9月20日 日刊工業新聞 1面

紙を砂糖に
東京農工大
温度差で反応
イオン液体でブドウ糖分離

東京農工大学大野教授らが、さまざまな化合物の
組みあわせでイオン液体を作製していると紹介。

工学研究院 大野　弘幸　教授

15 9月23日 科学新聞 6面
日中１００大学が大集結する日まであと
１６日

「第２回日中大学フェア＆フォーラム」の参加大学として
東京農工大学が掲載。

追加記事等一覧　(8月分）

№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 8月17日 読売新聞 26面

私の１冊
L.J.ルドヴィチ「人類の恩人　フレミング
博士～ペニシリンの発見」（法政大学出
版局）
東京農工大学特別栄誉教授　遠藤　章
さん　７７
生涯一科学者 ー 人生決めた

東京農工大学の遠藤特別栄誉教授が、人生の教科書
としている大切な１冊を紹介。

遠藤　章　特別栄誉教授

2 8月21日 ＴＢＳテレビ ＴＶ
夢の扉＋
「カイコから人工血管作製～東京農工大
朝倉哲郎教授～」編

東京農工大学朝倉教授が、カイコから人工血管作製ま
での様子について、ＶＴＲ出演し解説。

工学研究院 朝倉　哲郎　教授

3 8月21日 広報ふちゅう ５面 官公庁から
東京農工大学公開講座「子ども樹木博士」の開催案
内。

4 8月24日
Biotechnology
      Japan

WEB

松永東京農工大学長が率いるCRESTさ
きがけ一体推進の藻類バイオエネル
ギー、CREST１０課題とさきがけ２１課題
体制へ

東京農工大学松永学長が研究総括を務める科学技術
振興機構の戦略的創造研究推進事業の研究領域「藻
類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオエネル
ギー創成のための基盤技術の創出」の新規採択研究
課題が決定したと紹介。

学長 松永　是　学長

媒体名 掲載関係者・部局等

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

5 8月25日 日刊工業新聞 27面

テクノ　TECHNO　編集局
デジタルペン
手書き文字　瞬時にデータ化
書き順・筆圧など記録、偽造防止も

手書き文字をテキストデータとして認識する研究に取り
組む東京農工大学中川教授の研究室が、配列や間隔
から文字を読み取ったり、識別しにくい文字を文脈から
読み取ったりするための”辞書”を作成したことなどを紹
介。

工学研究院
工学研究院

中川　正樹　教授
朱　　碧 蘭　助教

6 8月29日 日経産業新聞 11面 ９月の主要学会
東京農工大学小金井キャンパスを会場とする日本生物
工学会の開催案内。

7 8月30日
さきらんぼテレビ
ＳＡＹスーパー ニュー
ス

WEB 自転車旅行中の女子大生が死亡　８／３０
東京農工大学工学部の学生が、自転車で走行中に
走ってきたキャリアカーと正面衝突し死亡したと掲載。

工学部（学生）

8 8月30日
INTERNET TUY -
              ニュース

WEB 自転車の女子大学生が死亡
東京農工大学工学部の学生が、自転車で走行中に対
向してきたトラックと衝突し死亡したと掲載。

工学部（学生）

9 8月30日 NHK山形県のニュース WEB 自転車大学生はねられ死亡
東京農工大学工学部の学生が、サークル仲間と自転車
で旅行中に前から来たトラックにはねられ死亡したと掲
載。

工学部（学生）

10 8月31日 Yamagata News Online WEB
ツーリング中の学生、トラックと衝突し死
亡
庄内町の国道４７号

東京農工大学工学部の学生が、サークル仲間と自転車
でツーリング中にトラックと衝突し外傷性血気胸で死亡
が確認されたと掲載。

工学部（学生）

11 8月31日 YOMIURI  ONLINE WEB
東京の大学生が衝突死
庄内町　青森から自転車旅行中

東京農工大学工学部の学生が、サークル仲間と自転車
でツーリング中にトラックと正面衝突し、外傷性血気胸
で死亡が確認されたと掲載。

工学部（学生）

12 8月31日 朝日新聞 29面
自転車部の大学生、山形でトラックと衝
突し死亡

東京農工大学工学部の学生が、自転車部員らと自転車
で走行中に、中型トラックと正面衝突し死亡したと掲載。

工学部（学生）

13 8月31日 毎日新聞 25面
世田谷の大学生
車と衝突し死亡
山形で

東京農工大学工学部の学生が、自転車部の夏合宿で
自転車で走行中に、３トントラックと正面衝突し死亡した
と掲載。

工学部（学生）

14 8月31日 読売新聞 31面 農工大と海外の２大学　協定締結
東京農工大学が、トルコのアンカラ大学とドイツのボン
大学の２大学と姉妹校協定を締結したと紹介。

媒体名 掲載関係者・部局等
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