
2019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

12019AUTUMN MEDICAL HERB 雑誌
NATURE OF FUTURE REPORT
地球環境を考える

マイクロプラスチックによる海洋汚染に関する東京農工大学
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

2 9月1日 中日スポーツ WEB 9月1日、民放第一声を発した男　CBC宇井昇のモテモテ破天荒人生
日本初の民間放送で第一声を発した宇井昇氏が、東京農工
大時代に学徒出陣したことが紹介される。

元学生 宇井昇 さん

3 9月1日 vane 雑誌
東京農工大学「農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動
―２０５０年、石油ベースプラスチックゼロのキャンパスへ―

「農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動が紹介される。

4 9月3日
ダイヤモンドオ
ンライン

WEB
全国高校「国公立大学合格力」ランキング・ベスト10！3位甲陽、2位東
大寺、1位は？【2020年入試版】

【国立66大学】の一覧に本学が掲載される。

5 9月3日 yahooニュース WEB
全国高校「国公立大学合格力」ランキング・ベスト10！3位甲陽、2位東
大寺、1位は？【2020年入試版】

【国立66大学】の一覧に本学が掲載される。

6 9月3日 gooニュース WEB
全国高校「国公立大学合格力」ランキング・ベスト10！3位甲陽、2位東
大寺、1位は？【2020年入試版】

【国立66大学】の一覧に本学が掲載される。

7 9月3日 大学ジャーナル WEB イヌの腸内細菌叢が加齢とともに変化することを発見　麻布大学など
麻布大学とアニコム先進医療研究所株式会社、岡山理科大
学、東京農工大学の研究グループが、イヌの腸内細菌叢が
加齢により変動することを明らかにしたことが紹介される。

8 9月3日 TBS TV あさチャン！
バナナの病気に関する話題で、東京農工大学の有江力教授
のコメントが紹介される。

農学研究院 有江力 教授

9 9月4日 静岡新聞 30面 左折時 側方車両に注意
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

10 9月4日 静岡県警 WEB 左折時の巻き込み事故
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

11 9月5日 東京新聞 WEB 前橋製糸業の歴史ひもとく　発祥の地で７日「シルクサミット」
東京農工大科学博物館で、葵町製糸場の図面が発見され、
同大の研究者や学生らが図面を読み解き、３Ｄデジタル化す
る取り組みに挑戦していることが紹介される。

科学博物館 斉藤有里加 特任助教

12 9月5日 東京新聞 22面
群馬版
前橋製糸業の歴史ひもとく　発祥の地で７日「シルクサミット」

東京農工大科学博物館で、葵町製糸場の図面が発見され、
同大の研究者や学生らが図面を読み解き、３Ｄデジタル化す
る取り組みに挑戦していることが紹介される。

科学博物館 斉藤有里加 特任助教

13 9月5日 読売新聞 11面
クマ　どこでも注意
市街、観光地にも出没
襲われ負傷相次ぐ

クマの生態に詳しい東京農工大の小池伸介准教授（生態学）
のコメントが紹介される。

農学研究院 小池伸介 准教授

14 9月5日 日刊工業新聞 24面
プラスチック削減推進
東京農工大　マイボトル用給水器設置

「農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動が紹介される。

15 9月6日 日刊工業新聞 WEB 東京農工大、プラスチック削減推進　マイボトル用給水器を設置 「農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動が紹介される。

16 9月6日 ニュースイッチ WEB 東京農工大が始めた、大学らしい「プラ削減」活動の中身 「農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動が紹介される。
17 9月6日 日刊工業新聞 WEB 経営ひと言／東京農工大学・大野弘幸学長「異なる発想強み」 東京農工大学の大野弘幸学長のコメントが紹介される。 大野弘幸 学長
18 9月6日 日刊工業新聞 23面 レーザー／東京農工大学・大野弘幸学長「異なる発想強み」 東京農工大学の大野弘幸学長のコメントが紹介される。 大野弘幸 学長

19 9月8日
ニコニコニュー
ス

WEB
改名で「京都芸大」が2つに…「東工大」ほか激似の大学名はまだまだ
ある

名前が似ている大学として東京農工大学が掲載される。

20 9月8日 yahooニュース WEB
改名で「京都芸大」が2つに…「東工大」ほか激似の大学名はまだまだ
ある

名前が似ている大学として東京農工大学が掲載される。

21 9月8日 MSNニュース WEB
改名で「京都芸大」が2つに…「東工大」ほか激似の大学名はまだまだ
ある

名前が似ている大学として東京農工大学が掲載される。

22 9月8日 日刊SPA WEB
改名で「京都芸大」が2つに…「東工大」ほか激似の大学名はまだまだ
ある

名前が似ている大学として東京農工大学が掲載される。

23 9月10日 Q Life WEB
腸内細菌が多価不飽和脂肪酸を代謝することで、食事による肥満を
予防－東京農工大ら

東京農工大学が、腸内細菌が代謝により食用油中の多価不
飽和脂肪酸を10-hydroxy-cis-12-octadecenoic acid（HYA)を
はじめとする新たな脂肪酸に変換することで、宿主のエネル
ギー代謝調節に関与し、食事によって誘導される肥満を改善
することを明らかにしたことが紹介される。

農学研究院 木村郁夫 教授

24 9月10日 財経新聞 WEB
腸内細菌の力で肥満を防ぐ　リノール酸から作られたHYAの働き　農
工大らの研究

東京農工大学の研究グループが、多価不飽和脂肪酸が腸内
細菌により新たな脂肪酸に変えられ、それが人の代謝に影響
を与えて肥満しにくくすることを発見し、その仕組みを解明した
ことが紹介される。

農学研究院 木村郁夫 教授

25 9月10日 大学ジャーナル WEB 腸内細菌が食事による肥満を防ぐ 東京農工大学などが解明

東京農工大学の木村郁夫教授らの研究グループが、腸内細
菌が代謝により食用油中の多価不飽和脂肪酸を新たな脂肪
酸「HYA」に変換することで、宿主のエネルギー代謝調節に関
与し、食事によって誘導される肥満を改善することを明らかに
したことが紹介される。

農学研究院 木村郁夫 教授

26 9月11日 環境新聞 4面
プラスチック資源の適正循環を目指して⑰
研究、教育、社会貢献にも注力

「農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動が紹介される。 農学研究院 高田秀重 教授

27 9月11日 日本経済新聞 16面 産学連携の専門職　集う場 SmartTimes　東京農工大学教授　伊藤伸氏 工学研究院 伊藤伸 教授

28 9月11日 TBS TV Nスタ
バナナの病気に関する話題で、東京農工大学の有江力教授
のコメントが紹介される。

農学研究院 有江力 教授

29 9月12日 共同通信 WEB 一橋大が年間授業料を2割値上げ　20年度以降、国立大4校目
大学院で一部が標準額以上となっている大学として農工大の
掲載される。

30 9月12日 yahooニュース WEB 一橋大が年間授業料を2割値上げ　20年度以降、国立大4校目
大学院で一部が標準額以上となっている大学として農工大の
掲載される。

31 9月12日 アットエス WEB 一橋大が年間授業料を2割値上げ　20年度以降、国立大4校目
大学院で一部が標準額以上となっている大学として農工大の
掲載される。

32 9月12日
infoseekニュー
ス

WEB 一橋大が年間授業料を2割値上げ　20年度以降、国立大4校目
大学院で一部が標準額以上となっている大学として農工大の
掲載される。

33 9月12日 京都新聞 WEB 一橋大が年間授業料を2割値上げ　20年度以降、国立大4校目
大学院で一部が標準額以上となっている大学として農工大の
掲載される。

34 9月12日 Reuter WEB 一橋大が年間授業料を2割値上げ　20年度以降、国立大4校目
大学院で一部が標準額以上となっている大学として農工大の
掲載される。

35 9月12日 デイリー WEB 一橋大が年間授業料を2割値上げ　20年度以降、国立大4校目
大学院で一部が標準額以上となっている大学として農工大の
掲載される。

36 9月12日 日本経済新聞 12面 廃プラ削減の波 衣料にも
東京農工大の高田秀重教授の研究チームの調査が紹介さ
れ、高田教授のコメントが掲載される。

農学研究院 高田秀重 教授

37 9月13日 日刊スポーツ WEB 将棋盤画像をＡＩで棋譜に変換　院生がアプリ開発

東京農工大大学院工学府（中川研究室）で文字認識の研究
をしている、博士前期課程2年の佐藤旭さんと同1年の森住啓
さんが将棋の盤面をスマートフォンで撮影した写真を、AI（人
工知能）が即座に局面データに変換して棋譜を作成するアプ
リを開発したことが紹介される。

工学研究院 中川正樹 教授

38 9月13日 gooニュース WEB 将棋盤画像をＡＩで棋譜に変換　院生がアプリ開発

東京農工大大学院工学府（中川研究室）で文字認識の研究
をしている、博士前期課程2年の佐藤旭さんと同1年の森住啓
さんが将棋の盤面をスマートフォンで撮影した写真を、AI（人
工知能）が即座に局面データに変換して棋譜を作成するアプ
リを開発したことが紹介される。

工学研究院 中川正樹 教授

39 9月13日 yahooニュース WEB 将棋盤画像をＡＩで棋譜に変換　院生がアプリ開発

東京農工大大学院工学府（中川研究室）で文字認識の研究
をしている、博士前期課程2年の佐藤旭さんと同1年の森住啓
さんが将棋の盤面をスマートフォンで撮影した写真を、AI（人
工知能）が即座に局面データに変換して棋譜を作成するアプ
リを開発したことが紹介される。

工学研究院 中川正樹 教授

40 9月13日 日経産業新聞 7面 九大など、プラごみ削減連携。
タイで海洋プラごみをドローンで空撮し、画像から漂着量を推
計する取り組みに、本学の研究者が協力することが紹介され
る。

41 9月13日 朝日新聞 面 「声」
投書欄に「農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動に関
するコメントの掲載があった。

42 9月14日 日テレNEWS24 WEB 産業復活へ　全国シルクビジネス協議会設立
９月１３日設立された「全国シルクビジネス協議会」に、本学が
参加していることが紹介される。

43 9月14日 東京新聞 19面 東京農工大学公開講座「トータルテニス～ゲームを楽しむために～」 公開講座の開催情報が掲載される。 工学研究院 田中幸夫 教授

44 9月15日 MEGA BRAZIL WEB
9月16日は「アサイーの日」。アマゾン地域への日本人移民90周年を
祝して制定される

元ベレン領事事務所所長のコメントの中で、ブラジルのトメア
スーでアグロフォレストリーの農法が、JICAや東京農工大の
協力を得て近隣農家に伝授されたことが紹介される。

45 9月15日 yahooニュース WEB
9月16日は「アサイーの日」。アマゾン地域への日本人移民90周年を
祝して制定される

元ベレン領事事務所所長のコメントの中で、ブラジルのトメア
スーでアグロフォレストリーの農法が、JICAや東京農工大の
協力を得て近隣農家に伝授されたことが紹介される。

46 9月15日 テレビ朝日 TV サンデーステーション
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

47 9月17日 日経ビジネス WEB JR東が高架下に学生向け住宅建設、ここまで来た遊休資産活用
JR東日本が2020年春に開設する学生向け賃貸住宅が中央
線東小金井駅と武蔵小金井駅の間にある東京農工大学小金
井キャンパス近くの高架下に建設されることが紹介される。

48 9月17日 奄美新聞 WEB 外来種　在来種の“性質”に影響

東京農工大学、国立環境研究所、森林総合研究所からなる
研究グループはこのほど、奄美大島のアマミハナサキガエル
の逃避行動が、フイリマングースの影響で急速に発達したと
いう研究成果を発表したことが紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

49 9月18日 繊研 WEB 全国シルクビジネス協議会が発足、日本のシルク再興へ
9月13日に発足した全国シルクビジネス協議会の正会員とし
て東京農工大学が紹介される。

50 9月18日
FASHIONSNAP.
COM

WEB 全国シルクビジネス協議会が発足、日本のシルク再興へ
9月13日に発足した全国シルクビジネス協議会の正会員とし
て東京農工大学が紹介される。

媒体名 記事（番組）関係者等
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51 9月18日 New Scientist WEB
Frogs evolved to be more scared after mongooses came to their
island

東京農工大学の小峰浩隆特任助教らの研究グループによる
アマミハナサキガエルの逃避行動の研究成果が紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

52 9月18日 山梨日日新聞 面
農工大 農村活性化へ一役
山梨市と連携 学生の研究 施策に

山梨市と東京農工大の連携について紹介される。 農学研究院 本林　隆 准教授

53 9月18日 環境新聞 面 大気汚染と気候変動の植物影響について
第６０回大気環境学会年会長（東京農工大学農学部環境資
源科学科教授）　伊豆田　猛 氏に聞く

農学研究院 伊豆田　猛 教授

54 9月19日 ＴＢＳラジオ ラジオ赤江珠緒たまむすび

藤井教授４月に出版した「ヘンな名前の植物―ヘクソカズラは
本当にくさいのか」 の中で紹介したような、ヘンな名前の植物
について紹介。特に、ヘクソカズラやヒガンバナなど、農工大
で研究しているアレロパシー活性の強い植物とその成分等に
ついて紹介。

農学研究院 藤井義晴 教授

55 9月19日 ニュースイッチ WEB 国立大の外部資金獲得力で交付金配分、選ばれた５大学とは？
「国立大学イノベーション創出環境強化事業」で、「世界」の大
学の１次審査で本学が２位だったことが紹介される。

56 9月19日 日刊工業新聞 29面 国立大の外部資金獲得力で交付金配分、選ばれた５大学とは？
「国立大学イノベーション創出環境強化事業」で、「世界」の大
学の１次審査で本学が２位だったことが紹介される。

57 9月20日
スポーツ栄養
WEB

WEB
腸内細菌と肥満の関係の一端が明らかに　多価不飽和脂肪酸の代謝
の乱れが関与

東京農工大学大学院農学研究院応用生命化学部門の木村
郁夫教授らによる研究で、腸内細菌と肥満の関する新たな知
見が報告されたことが紹介される。

農学研究院 木村郁夫 教授

58 9月20日 BLOGS WEB 関東地方での豚コレラ感染確認受け、党対策本部が対応を協議
国民民主党が開いた豚コレラ対策本部で、東京農工大学の
白井淳資教授から防疫対策についてヒアリングしたことが紹
介される。

農学研究院 白井淳資 教授

59 9月20日 財経新聞 WEB 外来種の脅威により在来種の逃避行動が進化　東京農工大など
東京農工大学が、奄美大島に持ち込まれた外来種のマン
グースが、絶滅危惧に瀕しているカエルの逃避行動を進化さ
せたことを突き止めたと発表したしたことが紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

60 9月20日 Biglobeニュース WEB 外来種の脅威により在来種の逃避行動が進化　東京農工大など
東京農工大学が、奄美大島に持ち込まれた外来種のマン
グースが、絶滅危惧に瀕しているカエルの逃避行動を進化さ
せたことを突き止めたと発表したしたことが紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

61 9月20日 観光経済新聞 WEB 【本だな】動物園や水族館のおともに「ちがいがわかる いきもの図鑑」
監修者の日本動物園水族館協会専務理事・成島悦雄先生の
略歴で、東京農工大学卒業であることが紹介される。

卒業生 成島悦雄 さん

62 9月20日 日本経済新聞 31面 廃プラ、先進国に滞留 東京農工大学の高田秀重教授のコメントが掲載される。 農学研究院 高田秀重 教授

63 9月20日 科学新聞 1面
内閣府イノベ創出環境補助金
５大学に合計15億円配分

本学が1段審査で2位であったことが紹介される。

64 9月21日 大学ジャーナル WEB
盤上と持ち駒を認識し局面をデータ化　東京農工大学がスマホ将棋ア
プリ開発

将棋盤面と持ち駒をスマートフォンで撮影してWebサーバに送
信すると、AIが即座に認識して局面データとして変換するWeb
アプリを、東京農工大学大学院工学府の佐藤旭さん（博士前
期課程2年）と森住啓さん（博士前期課程1年）が開発したこと
が紹介される。

工学府
工学府

佐藤旭
森住啓

さん
さん

65 9月22日 NHK TV ダーウィンが来た！「動物大集合！秘密の多摩川」
金子弥生准教授が、近年の樹林化で多摩川中流に様々な哺
乳類が出現している様子を紹介する。

農学研究院 金子弥生 准教授

66 9月22日 PLAYER WEB
【速報中】北里北里会vs東京農工は、東京農工が3点リードで前半を
折り返す

北里で行われている東京都大学サッカーリーグ戦4部第6節
の北里大学北里会(男子) vs 東京農工大学(男子)の試合が紹
介される。

67 9月22日 exciteニュース WEB
【速報中】北里北里会vs東京農工は、東京農工が3点リードで前半を
折り返す

北里で行われている東京都大学サッカーリーグ戦4部第6節
の北里大学北里会(男子) vs 東京農工大学(男子)の試合が紹
介される。

68 9月22日 東洋経済 WEB
海に漂う｢プラスチックごみ｣の深刻すぎる影響
生物の体内にも蓄積､使用量削減の必要性

プラスチックによる環境汚染研究の第1人者、東京農工大学
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

69 9月22日 読売新聞 25面 ノーベル賞 有望な研究は？
生理学・医学賞の候補者として遠藤章特別栄誉教授が挙げら
れる。

遠藤章 特別栄誉教授

70 9月23日 大学ジャーナル WEB 外来マングースによって在来カエルの逃避行動が急速に発達

東京農工大学、国立環境研究所、森林総合研究所の研究グ
ループが、奄美大島において、絶滅危惧種のカエルの逃避行
動が、侵略的外来種であるマングースによって、わずか数十
年の間に急速に発達し、その変化はマングースを駆除しても
戻らないことを明らかにしたことが紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

71 9月23日 中日新聞 WEB コンバイン事故 石川県内相次ぐ　農機 少ない講習機会
東京農工大の渋沢栄教授（農業環境工学）のコメントが紹介
される。

農学研究院 澁澤栄 教授

72 9月23日 福島民報新聞 WEB 仕込み用米を稲刈り　飯坂温泉地酒をつくる会
東京農工大に通う中国人のワン・ジャーイーさん（２５）とシャ・
フクマンさん（２３）が稲刈りに参加したことが紹介される。

ワン・ジャーイー
シャ・フクマン

さん
さん

73 9月23日 朝日新聞 12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

74 9月24日
あなたの健康百
科

WEB 腸内細菌が"太る"油を代謝
東京農工大学教授の木村郁夫氏らが腸内細菌が食事による
肥満を改善する機序を解明したことが紹介される。

農学研究院 木村郁夫 教授

75 9月25日 ねとらぼ WEB
ビビりなやつほど生き残る!?　マングースの影響で奄美大島のカエル
の逃げ足が早くなっていた

東京農工大学の研究グループが、奄美大島に生息する絶滅
危惧種「アマミハナサキガエル」の逃避行動が、外来種「フイ
リマングー」の影響で急速に発達したという研究結果を発表し
たことが紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

76 9月25日 yahooニュース WEB
ビビりなやつほど生き残る!?　マングースの影響で奄美大島のカエル
の逃げ足が早くなっていた

東京農工大学の研究グループが、奄美大島に生息する絶滅
危惧種「アマミハナサキガエル」の逃避行動が、外来種「フイ
リマングー」の影響で急速に発達したという研究結果を発表し
たことが紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

77 9月26日 大学ジャーナル WEB 世界初、DNAオリガミによる人工細胞微小カプセルの開発に成功

東京工業大学、東北大学、東京農工大学、東京大学、京都大
学の研究グループが、DNAオリガミで作製したDNAナノプレー
トによって細胞膜を模倣した、人工細胞の開発に世界で初め
て成功したことが紹介される。

工学研究院 川野竜司 准教授

78 9月26日 読売新聞 WEB ＪＲ高架下に学生住宅　東小金井―武蔵小金井駅
来春改行される学生向け賃貸住宅の周辺に本学のキャンパ
スがあることが紹介される。

79 9月26日 読売新聞 33面
多摩版
ＪＲ高架下に学生住宅　東小金井―武蔵小金井駅

来春改行される学生向け賃貸住宅の周辺に本学のキャンパ
スがあることが紹介される。

80 9月26日
FNNプライムオ
ンライン

WEB
生き延びるためビビりに？…“外来”マングースがもたらしたカエルの
“逃げ足”への影響を研究者に聞いてみた

東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院の小峰
浩隆特任助教のインタビューが掲載される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

81 9月27日 科学新聞 6面
奄美大島のカエル
マングース導入で逃避行動進化　マングース駆除しても元に戻らず

外来種が在来種の性質に影響
東京農工大・国環研・森林総研が解明

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

82 9月27日 千葉日報 WEB 林野庁や学識経験者　倒木の緊急調査始まる　山武　【台風１５号】
台風１５号による倒木被害の緊急調査に関する記事で、調査
団長を務める東京農工大の石川芳治名誉教授のコメントが紹
介される。

石川芳治 名誉教授

83 9月27日 yahooニュース WEB 林野庁や学識経験者　倒木の緊急調査始まる　山武　【台風１５号】
台風１５号による倒木被害の緊急調査に関する記事で、調査
団長を務める東京農工大の石川芳治名誉教授のコメントが紹
介される。

石川芳治 名誉教授

84 9月28日 NHK WEB 富岡町の田んぼで大学生ら稲刈り
原発事故のあと営農を再開した富岡町の田んぼで支援をして
いる東京農工大学の学生たちが２８日、地元の農家とコメを
収穫したことが紹介される。

85 9月28日 東京新聞 25面 キャンパスインフォメーション
東京農工大学公開講座子供科学教室「目の錯覚を利用した
不思議な立体を作ろう」の開催情報が掲載される。

86 9月29日 日本経済新聞 30面
奄美大島にすむカエルの逃避行動
マングースが進化促す
東京農工大などが解明

東京農工大学の小峰浩隆特任助教らが、奄美大島にすむカ
エルが敵から逃げる行動が島に持ち込まれたマングースの
影響で急速に発達したことを明らかにしたことが紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

87 9月29日 日本経済新聞 WEB
奄美大島にすむカエルの逃避行動
マングースが進化促す
東京農工大などが解明

東京農工大学の小峰浩隆特任助教らが、奄美大島にすむカ
エルが敵から逃げる行動が島に持ち込まれたマングースの
影響で急速に発達したことを明らかにしたことが紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

88 9月30日
モーニングス
ター

WEB
【株式新聞・総力配信】ノーベル賞迫る、関連株を先取り（３）―生理
学・医学は連覇へ

ノーベル賞の受賞が期待される研究者として東京農工大学の
遠藤章特別栄誉教授が挙げられる。

遠藤章 特別栄誉教授
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89 9月30日 yahooニュース WEB ＜台風15号被害＞林野庁と千葉県　山武市の倒木現場を緊急調査
台風１５号による倒木被害の緊急調査に関する記事で、調査
団長を務める東京農工大の石川芳治名誉教授のコメントが紹
介される。

石川芳治 名誉教授

90 9月30日 gooニュース WEB ＜台風15号被害＞林野庁と千葉県　山武市の倒木現場を緊急調査
台風１５号による倒木被害の緊急調査に関する記事で、調査
団長を務める東京農工大の石川芳治名誉教授のコメントが紹
介される。

石川芳治 名誉教授

91 9月30日
日刊自動車新
聞

面
先進自動車技術　大学連携国際シンポ
将来の車　若い自由な発想

パネルディスカッションに東京農工大学ポンサトーン・ラクシン
チャラーンサク教授が登壇したことが紹介される。

工学研究院
ポンサトーン・ラクシン

チャラーンサク
教授

92
2019

AUTUMN
MEDICAL HERB 雑誌

NATURE OF FUTURE REPORT
地球環境を考える

マイクロプラスチックによる海洋汚染に関する東京農工大学
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

(3)


