
平成27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
農業協同組合新聞
JA com

WEB
問題多いＴＰＰ合意 農協研究会があぶり
出す

東京農工大学の梶井功名誉教授が会長を務め
る農業協同組合研究会が第24回研究会を開催
し、畜産と米の産地ＪＡの報告をもとにディスカッ
ションを行ったことが紹介。

0 梶井 功 名誉教授

2 3月1日 広報ふちゅう 6面 官公庁から 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 0

3 3月4日 リセマム WEB
【春休み】池上彰氏登壇、農工大パネル
ディスカッション300名募集

パネルディスカッション「日本で理工系グローバ
ル・プロフェッショナルは育つのか」の開催案内。

0 0

4 3月6日 SBSラジオ ラジオ
わんこ&にゃんこのHappyLife
～僕らは皆で生きている

東京農工大学の伊藤博教授が、犬や猫の病気
や今後望まれる医療等について解説。

農学部附属動物医療
センター

伊藤 博 教授

5 3月7日 日経産業新聞 25面
国公立大志願者、文系が復調＜16年度＞
理系人気に一服感

2016年度の国公立大学入試において理系学部
の大半で志願者が減少しており、その一例とし
て東京農工大学工学部などが紹介。

0 0

6 3月7日 日テレ TV NEWS　ZERO
東京農工大学のスマートモビリティ研究拠点が
提供した映像資料が放映

0 0

7 3月9日
日経テクノロジー
Online

WEB
「毛はよみがえる？」、横浜国大の発表に
文部科学大臣表彰

第5回「サイエンス・インカレ」で、東京農工大学
工学部化学システム工学科4年の安部希綱さん
らのチームが、サイエンス・インカレ奨励表彰を
受賞したことが紹介。

工学部化学システム工
学科4年

安部希綱（学生）

8 3月9日 サンパウロ新聞 WEB
農大校友会伯国支部　「ムクナ豆」講演会
㊤

東京農業大学校友会ブラジル支部主催の「ムク
ナ豆講演会」において、東京農工大学の藤井義
晴教授が講演を行ったことが紹介。

農学研究院 藤井 義晴 教授

9 3月10日 日テレ TV スッキリ！
東京農工大学のスマートモビリティ研究拠点が
提供した映像資料が放映

0 0

10 3月10日 日本経済新聞 38面
国立大交付金　42校増額
43校減額　改革評価で傾斜配分

国立大学に対する運営交付金の重点支援の審
査結果が発表され、東京農工大学などが一覧で
掲載。

0 0

11 3月10日 朝日新聞 4面
国立大の交付金　特色競わせ配分
約100億円分、３分類で評価

国立大学に対する運営交付金の重点支援の審
査結果が発表され、東京農工大学などが一覧で
掲載。

0 0

12 3月10日 日刊工業新聞 第二部 7面難削材の高速・高能率加工技術
難削材切削技術の動向を伝える記事の中で、
東京農工大学の笹原弘之教授による高速施削
加工の事例が紹介。

工学研究院 笹原 弘之 教授

13 3月11日 テレビ東京 TV チャージ730！
東京農工大学の和田正義准教授が、災害救助
ロボットについて解説。

工学研究院 和田 正義 准教授

14 3月13日 SBSラジオ ラジオ
わんこ&にゃんこのHappyLife
～僕らは皆で生きている

東京農工大学の伊藤博教授が、犬や猫の病気
や今後望まれる医療等について解説。

農学部附属動物医療
センター

伊藤 博 教授

15 3月15日
岩手日報
（WEB）

WEB
獣医学で共同大学院を開設
岩手大と東京農工大

東京農工大学と岩手大学が、2018年4月をめど
に獣医学の共同大学院を設置する構想をまと
め、両学長が都内で準備のための覚書を締結
することが紹介。

0 0

16 3月15日 岩手日報 4面
獣医学で共同大学院
岩手大 東京農工大
18年度開設で準備

東京農工大学と岩手大学が、2018年4月をめど
に獣医学の共同大学院を設置する構想をまと
め、両学長が都内で準備のための覚書を締結
することが紹介。

0 0

17 3月15日 テレビ朝日 TV 中居正広のミになる図書館
東京農工大学の藤井義晴教授が、雑草の抑制
について解説。

農学研究院 藤井 義晴 教授

媒体名 記事（番組）関係者等



18 3月16日 TBS TV あさチャン！
東京農工大学のスマートモビリティ研究拠点が
提供した映像資料が放映

0 0

19 3月16日 毎日新聞 19面
山でさばいて新鮮ジビエ
捕獲後1時間で劣化「移動解体車」を開発
へ

東京農工大教授の梶光一教授が、野生大型哺
乳類の頭数管理のための方策等についてコメン
ト。

農学研究院 梶 光一 教授

20 3月16日 毎日ＪＰ WEB
ダメオシ　山でさばいて新鮮ジビエ
東京農工大教授（野生動物管理学）・梶光
一さん

東京農工大教授の梶光一教授が、野生大型哺
乳類の頭数管理のための方策等についてコメン
ト。

農学研究院 梶 光一 教授

21 3月16日
日本経済新聞
（WEB）

WEB
獣医学の共同大学院構想　東京農工大と
岩手大

東京農工大学と岩手大学が、2018年4月をめど
に獣医学の共同大学院を設置する構想をまと
め、両学長が都内で準備のための覚書を締結し
たことが紹介。

0 松永 是 学長

22 3月17日 日本経済新聞 42面
獣医学分野で初の共同大学院
東京農工大と岩手大

東京農工大学と岩手大学が、2018年4月をめど
に獣医学の共同大学院を設置する構想をまと
め、両学長が都内で準備のための覚書を締結し
たことが紹介。

0 松永 是 学長

23 3月17日 岩手日報 4面
共同の大学院へ覚書
岩手大と東京農工大

東京農工大学と岩手大学が、2018年4月をめど
に獣医学の共同大学院を設置する構想をまと
め、両学長が都内で準備のための覚書を締結し
たことが紹介。

0 0

24 3月18日 建設通信新聞 WEB
【東京農工大】
「グローバル・アカデミー」の最終報告会
池上彰氏らが提言を議論！

パネルディスカッション「日本で理工系グローバル・
プロフェッショナルは育つのか」の開催案内。

25 3月19日 東京新聞 21面
パネルディスカッション
「日本で理工系グローバル・プロフェッショ
ナルは育つのか」

パネルディスカッション「日本で理工系グローバ
ル・プロフェッショナルは育つのか」の開催案内。

0 0

26 3月19日 毎日ＪＰ WEB
噴石想定し衝撃実験へ　防災強化、２年か
け山小屋補強　富士山科学研　／山梨

富士山の山小屋の修景や防災機能のあり方に
ついて有識者が議論する山梨県の検討委員会
が開催され、委員長で東京農工大学非常勤講
師の北川洋氏のコメントが掲載。

0 北川洋非常勤講師

27 3月19日 YOMIURI　ONLINE WEB
[世界遺産　富士山]
山小屋に景観改善策

富士山の山小屋の修景や防災機能のあり方に
ついて有識者が議論する山梨県の検討委員会
が開催され、委員長で東京農工大学非常勤講
師の北川洋氏のコメントが掲載。

0 北川洋非常勤講師

28 3月19日 BS-TBS TV 土曜ニュースまるわかり！
東京農工大学のスマートモビリティ研究拠点が
提供した映像資料が放映

0 0

29 3月20日 SBSラジオ ラジオ
わんこ&にゃんこのHappyLife
～僕らは皆で生きている

東京農工大学の伊藤博教授が、犬や猫の病気
や今後望まれる医療等について解説。

農学部附属動物医療
センター

伊藤 博 教授

30 3月20日 朝日新聞 25面
シルク 新時代
人体になじむ しみこむ

東京農工大学の朝倉哲郎名誉教授が研究を進
めているシルク製の人工血管について、朝倉哲
郎名誉教授のコメントを交えて紹介。

0 朝倉 哲郎 名誉教授

31 3月20日 朝日新聞デジタル WEB 人工血管・軟膏・・・注目集まるシルク
東京農工大学の朝倉哲郎名誉教授が研究を進
めているシルク製の人工血管について、朝倉哲
郎名誉教授のコメントを交えて紹介。

0 朝倉 哲郎 名誉教授

32 3月22日 中京テレビ TV キャッチ！
東京農工大学のスマートモビリティ研究拠点が
提供した映像資料が放映

0 0

33 3月23日 東京新聞 17面
大学対抗　大喜利選手権
一橋大学落語研究会
VS 東京農工大学落語研究会

東京農工大学落語研究会の松村慧さん、小田
切雅樹さん、片口智史さんの作品が紹介。

工学部1年
農学部3年
工学部2年

松村 慧（学生）
田岡 大樹（学生）
片口 智史（学生）

34 3月23日 NHK TV
これがカラダの新常識
若さと美のヒミツ

東京農工大学の木村郁夫特任准教授が腸内細
菌等について解説。

テニュアトラック推進機
構

木村 郁夫 特任准教授

35 3月24日 読売新聞 33面
国際理工系人材育成
池上彰さんら討論会
きょう東京農工大で

パネルディスカッション「日本で理工系グローバ
ル・プロフェッショナルは育つのか」の開催案内。

0 0



36 3月24日
日本経済新聞
（WEB）

WEB
衆院ＴＰＰ特別委員長に西川氏　４月５日
にも審議入り

環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）承認案と関連法
案を審議する衆院ＴＰＰ特別委員会が、東京農
工大学大学院修了生の西川公也元農相を委員
長に選出したことが紹介。

0 西川 公也氏（卒業生）

37 3月25日 Sankei　Biz WEB
衆院、ＴＰＰ特別委設置
今国会成立へ審議日程過密

環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）承認案と関連法
案を審議する衆院ＴＰＰ特別委員会が、東京農
工大学大学院修了生の西川公也元農相を委員
長に選出したことが紹介。

0 西川 公也氏（卒業生）

38 3月25日
大学ジャーナル
オンライン

WEB
「大学の世界展開力強化事業」
中間評価を文部科学省が公表

文部科学省が、大学の世界展開力事業として採
択された東京農工大学などによる「ASEAN発、
環境に配慮した食料供給･技術革新･地域づくり
を担う次世代人材養成事業」など11大学7事業
について、中間評価結果を公表したことが紹
介。

0 0

39 3月25日 BLOGOS WEB
多様性ばかり追求して、本当に会社は成り
立つんですか？　大学生が「100人100通り
の働き方」を掲げる社長に聞く

サイボウズ社長の青野慶久氏の講演会におい
て、東京農工大学リーディング大学院の学生と
の間で行われた質疑応答の内容が紹介。

イノベーション推進機
構

坂根 シルック 特任准
教授

40 3月25日 日刊建設産業新聞 2面
理工系グローバル・プロ　産学協創で育成
／最終成果報告会を開催
／思考力などと自己確立が重要

パネルディスカッション「日本で理工系グローバル・
プロフェッショナルは育つのか」が開催されたことが
紹介。

41 3月25日 建設通信新聞 面
国際社会で活躍する
人材育成を考える

パネルディスカッション「日本で理工系グローバル・
プロフェッショナルは育つのか」が開催されたことが
紹介。

42 3月25日 毎日ＪＰ WEB 特別委の委員長に西川氏　略歴
衆院ＴＰＰ特別委員会の委員長に選出された東京農
工大学大学院修了生の西川公也元農相の略歴が
掲載。

西川 公也氏（卒業生）

43 3月25日 読売新聞 4面
◇特別委員長
【TPP】西川公也氏

衆院ＴＰＰ特別委員会の委員長に選出された東京農
工大学大学院修了生の西川公也元農相の略歴が
掲載。

西川 公也氏（卒業生）

44 3月25日 読売新聞 12面 文部科学省、国立大交付金の一部傾斜配分
国立大学に対する運営交付金の重点支援の審査結
果が発表され、東京農工大学などが一覧で掲載。

45 3月25日 科学新聞 2面
農工大と岩手大
大学院に共同獣医学専攻設置へ

東京農工大学と岩手大学が、2018年4月をめどに獣
医学の共同大学院を設置する構想をまとめ、両学長
が都内で準備のための覚書を締結したことが紹介。

46 3月25日 日本農業新聞 面
大豆増収へ新防除検討
豆類すき込み法実証
全農山形 東京農工大などと連携

JA全農山形が、東京農工大学の豊田剛己教授など
と連携し、豊田教授が開発中のダイズシストセンチュ
ウ防除手法「豆類すき込み法」の実用化を目指すこ
とが紹介。

農学研究院 豊田 剛己 教授

47 3月27日 SBSラジオ ラジオ
わんこ&にゃんこのHappyLife
～僕らは皆で生きている

東京農工大学の伊藤博教授が、犬や猫の病気や今
後望まれる医療等について解説。

農学部附属動物医療セ
ンター

伊藤 博 教授

48 3月27日 下野新聞 WEB
野生生物研究に４０年、宇都宮大・小金沢教
授が退官　「野生鳥獣管理学」の体制充実必
要

野生鳥獣管理学を研究できる大学として東京農工
大が紹介される

49 3月29日 化学工業日報 4面
農畜産物利用の手引
医薬原料・医療素材開発向け

農業生物資源研究所と東京農工大学などが、カイコ
などの農畜産物を用いた医薬品原料や医療用素材
などの開発について手引きをまｔめたことが紹介。

50 3月29日 日本農業新聞 16面
農畜産物使った医薬品の手引
生物研が公開

農業生物資源研究所と東京農工大学などが、カイコ
などの農畜産物を用いた医薬品原料や医療用素材
などの開発について手引きをまｔめたことが紹介。

51 3月31日 電気新聞 9面
汚染土壌の減容・再生利用、基盤技術開発を
今後10年で

「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発
戦略検討会」（座長＝細見正明・東京農工大学大学
院教授）の第３回会合を都内開催。

工学部　化学システム工
学科

細見正明 教授


