
2019年度　新聞記事等一覧　(7月分）
№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 7月2日 フジテレビ TV LiveNews it!
深層崩壊のメカニズムについて、石川芳治名誉教授が取材を受け
る。

石川芳治 名誉教授

2 7月3日 フジテレビ TV LiveNews it!
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
が放映され、スマートフォンの画像注視の危険性を中心に毛利教
授が「ながら運転」の危険について解説する。

工学研究院ス
マートモビリ
ティ研究拠点

毛利宏 教授

3 7月3日 静岡新聞 面
県警事故防止ムービー
自転車斜め横断 危険

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
の静止画が紙面掲載され，AR放映

工学研究院ス
マートモビリ
ティ研究拠点

毛利宏 教授

4 7月3日 毎日新聞 面

埼玉版
学生狩猟サークル 
害獣捕獲　入間の山林で訓練兼ね　防除専門家輩
出の可能性も　／埼玉

東京都内の大学の狩猟サークル有志が、昨年冬から入間市金子
地区の山林でアライグマなど外来動物の調査・捕獲に取り組んで
いることに関する記事で、活動に取り組んでいる大学として東京農
工大が紹介される。

東京農工大学
狩り部

5 7月3日 毎日新聞 WEB

埼玉版
学生狩猟サークル 
害獣捕獲　入間の山林で訓練兼ね　防除専門家輩
出の可能性も　／埼玉

東京都内の大学の狩猟サークル有志が、昨年冬から入間市金子
地区の山林でアライグマなど外来動物の調査・捕獲に取り組んで
いることに関する記事で、活動に取り組んでいる大学として東京農
工大が紹介される。

東京農工大学
狩り部

6 7月2日 nippon.com WEB
海ごみの実態解明へ : 東大大気海洋研究所の道
田豊氏に聞く

東京大学が始めるマイクロプラスチックに関する分野横断の研究プ
ロジェクトに東京農工大学が参加することが紹介される。

7 7月2日 yahooニュース WEB
海ごみの実態解明へ : 東大大気海洋研究所の道
田豊氏に聞く

東京大学が始めるマイクロプラスチックに関する分野横断の研究プ
ロジェクトに東京農工大学が参加することが紹介される。

8 7月3日
静岡県警ホーム
ページ

WEB 自転車の斜め横断
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

工学研究院ス
マートモビリ
ティ研究拠点

毛利宏 教授

9 7月4日 朝日新聞 WEB
Ｇ２０海洋プラごみ対策、「使用量減盛らず」専門家
指摘

Ｇ２０で共有された海洋プラごみ対策のビジョンについての東京農
工大の高田秀重教授のコメントが紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

10 7月5日 TBS TV あさチャン！ 土砂災害について、石川芳治名誉教授が取材を受ける。 石川芳治 名誉教授

11 7月5日
読売中高生新
聞

面
行ってみよう！オープンキャンパス
編集記者がオープンキャンパスに行ってきました！

東京農工大
教授、学生の熱い語りに感激

工学研究院 田中聡久 教授

12 7月5日 アサジョ WEB
夏の涼やか食！料理に添える「ジュレ」がブーム
に！？

東京農工大学名誉教授の藤本大三郎さん、マルハチニチロ食品、
ゼライス社による「ゼライスぷるぷるコラーゲンレシピ」（扶桑社刊）
が紹介される。

藤本大三郎 名誉教授

13 7月5日
infoseekニュー
ス

WEB
夏の涼やか食！料理に添える「ジュレ」がブーム
に！？

東京農工大学名誉教授の藤本大三郎さん、マルハチニチロ食品、
ゼライス社による「ゼライスぷるぷるコラーゲンレシピ」（扶桑社刊）
が紹介される。

藤本大三郎 名誉教授

14 7月5日 楽天woman WEB
夏の涼やか食！料理に添える「ジュレ」がブーム
に！？

東京農工大学名誉教授の藤本大三郎さん、マルハチニチロ食品、
ゼライス社による「ゼライスぷるぷるコラーゲンレシピ」（扶桑社刊）
が紹介される。

藤本大三郎 名誉教授

15 7月5日
ニコニコニュー
ス

WEB
夏の涼やか食！料理に添える「ジュレ」がブーム
に！？

東京農工大学名誉教授の藤本大三郎さん、マルハチニチロ食品、
ゼライス社による「ゼライスぷるぷるコラーゲンレシピ」（扶桑社刊）
が紹介される。

藤本大三郎 名誉教授

16 7月7日 朝日新聞 5面
GLOBE
順位付けは動物の性？ニワトリの厳しい縦社会

ニワトリの社会的順位について、東京農工大学の新村毅准教授が
解説。

農学研究院 新村毅 准教授

17 7月8日 GetNavi WEB
世界の海で異常事態！今こそ知りたい「マイクロプ
ラスチック」とは

東京農工大学農学部環境資源科学科高田秀重教授のインタ
ビューが掲載される。

農学研究院 高田秀重 教授

18 7月8日 毎日新聞 WEB
世界の海で異常事態！今こそ知りたい「マイクロプ
ラスチック」とは

東京農工大学農学部環境資源科学科高田秀重教授のインタ
ビューが掲載される。

農学研究院 高田秀重 教授

19 7月8日
ニコニコニュー
ス

WEB
世界の海で異常事態！今こそ知りたい「マイクロプ
ラスチック」とは

東京農工大学農学部環境資源科学科高田秀重教授のインタ
ビューが掲載される。

農学研究院 高田秀重 教授

20 7月11日 化学工業日報 5面
東京農工大　エポキシ樹脂2種開発
原料はカシューナッツ殻
室温で速乾、高耐熱

東京農工大学兼橋真二助教がカシューナッツの殻を原料としたエ
ポキシ樹脂を開発したことが紹介される。

工学研究院 兼橋真二 助教

21 7月12日 日刊工業新聞 25面
貝殻の分析で解明
津波による沿岸環境変化　東大など成功

東京大学、東京農工大学の研究グループが、貝殻を分析すること
で津波による沿岸の環境変化を解明することに成功したことが紹介
される。

22 7月12日 J-castニュース WEB
大学生が作る「投票ガイド」　参院選に向け期日
前・不在者投票を解説...狙いは？メンバーに聞く

期日前投票制度や不在者投票制度の仕組みをまとめたリーフレッ
ト、「はじめての投票」の配布先として本学が紹介される。

23 7月12日 yahooニュース WEB
大学生が作る「投票ガイド」　参院選に向け期日
前・不在者投票を解説...狙いは？メンバーに聞く

期日前投票制度や不在者投票制度の仕組みをまとめたリーフレッ
ト、「はじめての投票」の配布先として本学が紹介される。

24 7月12日
ニコニコニュー
ス

WEB
大学生が作る「投票ガイド」　参院選に向け期日
前・不在者投票を解説...狙いは？メンバーに聞く

期日前投票制度や不在者投票制度の仕組みをまとめたリーフレッ
ト、「はじめての投票」の配布先として本学が紹介される。

25 7月12日
infoseekニュー
ス

WEB
大学生が作る「投票ガイド」　参院選に向け期日
前・不在者投票を解説...狙いは？メンバーに聞く

期日前投票制度や不在者投票制度の仕組みをまとめたリーフレッ
ト、「はじめての投票」の配布先として本学が紹介される。

26 7月12日 信毎web WEB 岡谷産　繭を出荷　４２キロ重みあり上出来
市地域おこし協力隊員で、東京農工大の農場で養蚕に１０年間携
わった橋口とも子さんが協力したことが紹介される。

27 7月14日 デイリー新潮 WEB
参院選「永田町の壇蜜」に地元から異例の差し替
え要求、あの豊田真由子と比較の声も

東京農工大大学院修了後、環境系コンサルタントを経て三井住友
銀行に入った三重県選出の吉川有美参議院議員に関する記事

卒業生 吉川有美 さん

28 7月14日 yahooニュース WEB
参院選「永田町の壇蜜」に地元から異例の差し替
え要求、あの豊田真由子と比較の声も

東京農工大大学院修了後、環境系コンサルタントを経て三井住友
銀行に入った三重県選出の吉川有美参議院議員に関する記事

卒業生 吉川有美 さん

29 7月14日
朝日新聞
GLOBE＋

WEB 順位付けは動物の性？ニワトリの厳しい縦社会
ニワトリの社会的順位について、東京農工大学の新村毅准教授が
解説。

農学研究院 新村毅 准教授

30 7月14日 テレビ朝日 TV ビートたけしのTVタックル
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

工学研究院ス
マートモビリ
ティ研究拠点

毛利宏 教授

31 7月14日 TBSテレビ TV 噂の東京マガジン
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

工学研究院ス
マートモビリ
ティ研究拠点

毛利宏 教授

媒体名 記事（番組）関係者等

(1)
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32 7月14日 毎日新聞 21面
あすは海の日
海のプラスチック　生態系にダメージ
誤飲 息絶える生き物

東京農工大チームの研究によると、東京湾を回遊するカタクチイワ
シの約８割からマイクロプラスチックが検出されたことが紹介され
る。

33 7月15日 日刊工業新聞 WEB
型技術８月号／金型の微細加工技術と加工機・工
具の動向

日刊工業新聞社が１６日に発売する月刊誌「型技術８月号」の総論
記事で、東京農工大学の中本圭一准教授が、微細切削加工の高
効率化に向けたドイツにおける先端的な取り組みと、自身が開発し
てきた段取りの自動化手法について紹介することが掲載される。

工学研究院 中本圭一 准教授

34 7月15日 BS11 TV 報道ライブ インサイドOUT
“海の日に問う　日本の不都合な真実　海洋ごみ問題”をテーマに
した討論に、東京農工大学高田秀重教授がゲスト出演する。

農学研究院 高田秀重 教授

35 7月15日 Economic News WEB
「NHK学生ロボコン2019」盛況のうちに閉幕。プロも
注目する、学生の創造力

東京農工大学の「ウサギ型」ロボットが出場したことが紹介される。

36 7月16日 BOOK STAND WEB
はじめてのブルーベリー栽培　どんな苗木を選ぶ
べき？

東京農工大学農学部准教授の伴 琢也（ばん・たくや）さんによるは
じめてブルーベリーを育てる人のための、苗木の選び方のアドバイ
スが掲載される。

農学研究院 伴 琢也 准教授

37 7月16日
infoseekニュー
ス

WEB
はじめてのブルーベリー栽培　どんな苗木を選ぶ
べき？

東京農工大学農学部准教授の伴 琢也（ばん・たくや）さんによるは
じめてブルーベリーを育てる人のための、苗木の選び方のアドバイ
スが掲載される。

農学研究院 伴 琢也 准教授

38 7月16日 yahooニュース WEB
はじめてのブルーベリー栽培　どんな苗木を選ぶ
べき？

東京農工大学農学部准教授の伴 琢也（ばん・たくや）さんによるは
じめてブルーベリーを育てる人のための、苗木の選び方のアドバイ
スが掲載される。

農学研究院 伴 琢也 准教授

39 7月17日 テレビ大阪 TV やさしいニュース
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
が放映され、右直事故について毛利教授が解説する。

工学研究院ス
マートモビリ
ティ研究拠点

毛利宏 教授

40 7月18日 日本経済新聞 WEB コネクテッドロボティクス、調理ロボの実験を公開
東京大学や東京農工大学のインターンの学生らを中心としたプロ
ジェクトで開発された調理ロボットの実証実験について紹介される。

41 7月18日 読売新聞 7面
微小プラ 人体影響調査
東大 日本財団

日本財団と東京大学の共同プロジェクトに本学が参加することが紹
介される。

42 7月19日 MONOist WEB
協働ロボットでホットスナックの調理と提供を自動
化、大手コンビニ3社も検討中

コネクテッドロボティクスが、2018年10月に開催された「World Robot 
Summit 2018」の「フューチャーコンビニエンスストアチャレンジ」に、
東京農工大学との共同チーム「TCR」として参戦し、接客部門で2
位、清掃部門で1位となり、セブン＆アイ・ホールディングス特別賞
も受賞したことが紹介される。

43 7月19日 日刊工業新聞 19面
第6回プレス・板金・フォーミング展
日本塑性加工学会産学連携委員長 桑原利彦氏

桑原利彦教授のコメントの中で、東京農工大学では、ロボットや自
動運転などの研究室が人気であることに言及される。

工学研究院 桑原利彦 教授

44 7月19日 毎日新聞 WEB
プラごみ 
「出さない生活」重要　一宮中生徒に大学教授講演　
／千葉

プラスチック環境汚染の専門家で東京農工大の高田秀重教授の講
演会が町立一宮中で開かれ、１年生約９０人が聴講したことが紹介
される。

農学研究院 高田秀重 教授

45 7月20日 navicon WEB
【落語】フジ23日「セブンルール」立川談春の愛弟
子・立川こはるが落語の高座に上がるのは…！？
予告動画

落語立川流で初の女性落語家となった立川こはるさんが、大学生
の時に落語と出会い、東京農工大学大学院を中退して、立川談春
に入門したことが紹介される。

元学生 立川こはる さん

46 7月21日 ポストセブン WEB
女子高や公立高校で増加する「高大連携」　
WinWinの仕組み

東京都教育委員会が協定を結んだ大学として本学が挙げられる。

47 7月22日 日刊工業新聞 WEB 経営ひと言 東京農工大学のウレット・レンゴロ教授「育児休業を取得」 工学研究院
ウレット・レンゴ

ロ
教授

48 7月22日 日刊工業新聞 22面 レーザー 東京農工大学のウレット・レンゴロ教授「育児休業を取得」 工学研究院
ウレット・レンゴ

ロ
教授

49 7月22日 荘内日報 WEB ナツメヤシ使い菓子開発
ＵＡＥ大が、農産物の持続的生産体系の確立を目指し、日本の支
援を受け、東京農工大、木村屋と協力し昨年にデーツに関するプロ
ジェクトを立ち上げたことが紹介される。

50 7月24日 ニッケイ新聞 WEB
トメアスー＝伯国政府がカカオ特産地に認定＝ア
マゾン移民初の生産品

「カカオ特産地」の産地認証申請が、東京農工大学とトメアスー総
合農業協同組合が実施した、ＪＩＣＡ草の根技術協力事業「ブラジル
アマゾンの農村所得向上と環境保全修復のための日系『遷移型ア
グロフォレストリー』普及認証計画」の中で行われたことが紹介され
る。

51 7月24日 教育新聞 WEB
福島に国際教育研究拠点を 有識者会議設置を発
表

福島県で、東京農工大学から講師を招き、「震災後の営農再開地
域における先進的な農業」に関する講座を小中学校で開催したこと
が紹介される。

52 7月25日 日経産業新聞 5面
RNA使い害虫ハダニ駆除
東京農工大、耐性対応しやすく

東京農工大学の鈴木丈詞特任准教授らが、特定の遺伝子の働き
を抑える「RNA干渉」と呼ぶ生命現象を利用し、農作物の害虫とな
るハダニを駆除する手法を開発したことが紹介される。

農学研究院 鈴木丈詞 特任准教授

53 7月25日 日刊工業新聞 14面 MF-TOKYO2019　歩き方ガイド
高精度な製品を大量生産する鍛圧塑性加工技術に注目
東京農工大学 教授　桑原利彦

工学研究院 桑原利彦 教授

54 7月25日 河北新報 WEB うたの泉
作者の石川不二子さんが東京農工大を卒業後、島根県三瓶山麓
の開拓地、東ノ原農場に入植したことが紹介される。

卒業生 石川不二子 さん

55 7月25日 Smart Flash WEB
坂本龍一から西島秀俊まで「沿線有名人」をたどる
中央線の旅

東小金井に、東京農工大（川谷絵音、お笑いコンビ・ハマカーンの
母校）があることが紹介される。

卒業生
川谷絵音

ハマカーン
さん
さん

56 7月25日 yahooニュース WEB
坂本龍一から西島秀俊まで「沿線有名人」をたどる
中央線の旅

東小金井に、東京農工大（川谷絵音、お笑いコンビ・ハマカーンの
母校）があることが紹介される。

卒業生
川谷絵音

ハマカーン
さん
さん

57 7月26日 東洋経済 WEB
｢本当に就職に強い大学｣ランキングトップ150
最新！19年卒業生の実就職率､1位は金沢工大

「大学別実就職率（2019年卒、卒業者1000人以上）」の表で、本学
が77位に掲載される。

58 7月26日 NHK WEB 子どもが飛び出す原因は "見えていない"から
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
が放映される。

工学研究院ス
マートモビリ
ティ研究拠点

毛利宏 教授

59 8月12日 TOKYO FM ラジオ未来授業
マイクロプラスチック問題について、東京農工大学高田秀重教授の
インタビューが放送される。
12日～15日放送

農学研究院 高田秀重 教授
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60 7月28日 大学ジャーナル WEB
膀胱がんの犬の尿から膀胱がん組織を再現、東京
農工大学が成功

東京農工大学の臼井達哉特任講師らが、膀胱がん罹患犬の尿に
含まれる微量ながん幹細胞から生体内の膀胱がん組織を培養
ディッシュ上で再現する新たな実験モデルを確立したことが紹介さ
れる。

農学研究院 臼井達哉 特任講師

61 7月27日 福島経済新聞 WEB
二本松・人気酒造が新酒「桜福姫」　新品種米・
NOKO1号で醸造

東京農工大学農学部・大川泰一郎教授と、福島大学食農学類・横
山正特任教授の協力の下、コシヒカリをベースに開発された
「NOKO1号」で造られた新酒「桜福姫(さくらふくひめ)」の発表会が
行われたことが紹介される。

農学研究院 大川泰一郎 教授

62 7月27日 yahooニュース WEB
二本松・人気酒造が新酒「桜福姫」　新品種米・
NOKO1号で醸造

東京農工大学農学部・大川泰一郎教授と、福島大学食農学類・横
山正特任教授の協力の下、コシヒカリをベースに開発された
「NOKO1号」で造られた新酒「桜福姫(さくらふくひめ)」の発表会が
行われたことが紹介される。

農学研究院 大川泰一郎 教授

63 7月27日 gooニュース WEB
二本松・人気酒造が新酒「桜福姫」　新品種米・
NOKO1号で醸造

東京農工大学農学部・大川泰一郎教授と、福島大学食農学類・横
山正特任教授の協力の下、コシヒカリをベースに開発された
「NOKO1号」で造られた新酒「桜福姫(さくらふくひめ)」の発表会が
行われたことが紹介される。

農学研究院 大川泰一郎 教授

64 7月27日 朝日新聞 19面 診察室から
山根義久さん（倉吉動物医療センター会長）
東京農工大学名誉教授

山根義久 名誉教授

65 7月27日 Sippo WEB
「オシッコだけ持参して獣医師に相談」で愛猫を救
える　受診の心得

元日本獣医師会会長で東京農工大学名誉教授の山根義久先生の
コメントが紹介される。

山根義久 名誉教授

66 7月27日 yahooニュース WEB
「オシッコだけ持参して獣医師に相談」で愛猫を救
える　受診の心得

元日本獣医師会会長で東京農工大学名誉教授の山根義久先生の
コメントが紹介される。

山根義久 名誉教授
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