
2019年度　新聞記事等一覧　(11月分）
№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 11月1日 婦人之友 雑誌
始めよう！プラスチックフリー・ライフ
「農工大プラスチック削減５Rキャンパス」活動宣
言

「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。

2 11月1日 家の光 雑誌
スペシャルリポート
農学部芸人 母校へ行く

東京農工大学農学部出身のお笑いコンビ「ハマカーン」の神田伸一
郎さんが、母校を訪ね、現在の農学部の研究（有江力教授、仲井ま
どか教授、天竺桂弘子准教授の研究室と植物工場）をリポート。

卒業生 神田伸一郎 さん

3 11月2日 JIJI.com WEB
プラごみ対策「きっかけに」＝機運高まるかが課
題－レジ袋有料化

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

4 11月2日 京都新聞 1面ほか

クマ出没注意
クマとの遭遇　なぜ頻繁
ドングリ不足・農村過疎化・・・人恐れぬ新世代
登場

東京農工大学の小池伸介准教授によるクマに遭遇しないための注
意点と、出合った場合の対処法、コメントが紹介される。

農学研究院 小池伸介 准教授

5 11月2日 京都新聞 WEB

クマ出没注意
クマとの遭遇　なぜ頻繁
ドングリ不足・農村過疎化・・・人恐れぬ新世代
登場

東京農工大学の小池伸介准教授によるクマに遭遇しないための注
意点と、出合った場合の対処法、コメントが紹介される。

農学研究院 小池伸介 准教授

6 11月3日 朝日新聞 24面 秋の叙勲
瑞宝中綬章
小畑 秀文（元東京農工大学長）７５

小畑秀文 元学長

7 11月5日 DANRO WEB
（花と暮らす、花を楽しむ）手がけた庭はサバン
ナも大使館も 吉開千代さん

吉開千代さんが東京農工大の聴講生であったことが紹介される。

8 11月5日 日本経済新聞 2面
人間発見
クマ研究者　山崎晃司さん
駆除と保護のはざまで

山崎さんが東京農工大学の学生だったときのエピソードが紹介され
る。

卒業生 山崎晃司 さん

9 11月6日 東京新聞 WEB
葵町製糸場、３Ｄ画像に　東京農工大科学博物
館　「幻の」建物、機械を復元

東京農工大学科学博物館が、「幻の製糸場」とされる明治初期の官
営葵町製糸場を３Ｄデジタル画像で復元したことが紹介される。

修士2年 丸山遥香 さん

10 11月6日
ＮＳＴ新潟総合
テレビ

TV ＮＳＴ　Live News 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

工学研究院ス
マートモビリ
ティ研究拠点

毛利宏 教授

11 11月6日 東京新聞 19面
葵町製糸場、３Ｄ画像に　東京農工大科学博物
館　「幻の」建物、機械を復元

東京農工大学科学博物館が、「幻の製糸場」とされる明治初期の官
営葵町製糸場を３Ｄデジタル画像で復元したことが紹介される。

修士2年 丸山遥香 さん

12 11月6日 Q Life WEB
「ロカボ食で減量」のメカニズム解明、腸内環境
の変化も重要－東京農工大

東京農工大学の木村郁夫教授らの研究グループが、低炭水化物食
や断続的断食がもたらす体脂肪重量の効率的な減少効果に、飢餓
のようなエネルギー不足時にグルコースの代替エネルギー源として
産生されるケトン体の一種であるアセト酢酸とその受容体、そして腸
内環境の変化が密接に関わってい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

13 11月6日 東京新聞 WEB
「マイストロー」人気じわり　「専用ブラシで洗浄
煩雑」…ためらいも

環境汚染に詳しい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

14 11月6日
WebsEdgeEduca
tion

WEB
Living with Robots - Prof Gentiane Venture -
IROS 2019

Though developments in robotics have made robots more and more
capable of communication and other human activities, they are still
a long way from having the intelligence required to manage even
some of the basic tasks that humans do every day. To look at how
we can make robots that better interact with humans, we caught up
with Prof. Gentiane Venture (Distinguished Professor, Tokyo
University of Agriculture and Technology / AIST, Japan), whose
work includes finding out what elderly people might look for in a
robot companion.

工学研究院
ベンチャー・ジェン

チャン
教授

15 11月7日 CBCテレビ TV チャント！
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

16 11月8日 テレビ朝日 TV ワイドスクランブル
新潟県でのツキノワグマの出没の原因と対策について小池伸介准
教授が解説

農学研究院 小池伸介 准教授

17 11月8日 日経産業新聞 6面
ウィルスが家畜を守る
免疫強化し感染症を抑制

東京農工大学の水谷哲也教授らが、ウイルスを活用してブタを感染
症にかかりにくくする技術の実現を目指していることが紹介される。

農学研究院 水谷哲也 教授

18 11月8日 科学新聞 2面 令和元年秋の叙勲
瑞宝中綬章
小畑 秀文（７５）東京農工大学名誉教授

小畑秀文 元学長

19 11月8日 科学新聞 6面 日本の豚農場でウイルス同士がゲノム組み換え
東京農工大学の水谷哲也教授らの研究グループが、日本の豚農場
から２つのウイルスのゲノム組み換えによって生じた、新しいウイル
スを発見したことが紹介される。

農学研究院 水谷哲也 教授

20 11月9日 日本経済新聞 5面
親子スクール理科学
豚コレラ、なぜ流行しているの？

東京農工大学の水谷哲也教授に取材したことが紹介される。 農学研究院 水谷哲也 教授

21 11月9日 日本経済新聞 WEB
親子スクール理科学
豚コレラ、なぜ流行しているの？

東京農工大学の水谷哲也教授に取材したことが紹介される。 農学研究院 水谷哲也 教授

22 11月9日 読売新聞 WEB
島の宝「ツシマジカ」が害獣に…道路や公園に
群れ

東京農工大大学院の梶光一名誉教授（野生動物保護管理学）のコメ
ントが紹介される。

梶光一 名誉教授

23 11月9日 大学ジャーナル WEB
東京農工大学が新宿と府中のケヤキ並木でカ
オス同期を発見

東京農工大学大学院農学研究院の酒井憲司教授らのグループは、
2002年から東京都府中市ケヤキ並木、2003年から東京都庁前ケヤ
キ並木などの結実状況を調査している星野義延教授らのグループと
共に、これら15年間にわたる観測データから、3年周期を基本に2つ
の個体群が完全に同期していることを明らかにしたことが紹介され
る。

農学研究院
酒井憲司
星野義延

教授
教授

24 11月9日 日本経済新聞 WEB
鳥取の「田舎」で天然菌のパンづくり、渡辺格さ
ん

天然の菌でつくるパンとクラフトビールを提供する「タルマーリー」
オーナーシェフの渡辺格氏の妻麻里子氏が東京農工大学農学部の
卒業生であることが紹介される。

卒業生 渡辺麻里子 さん

25 11月10日
Livedoorニュー
ス

WEB
動物愛護センターの機能担うシェルター　広々
施設で犬猫のびのび

倉吉市で動物病院を経営し、東京農工大教授や、日本獣医師会会
長を務めた公益財団法人動物臨床医学研究所の山根義久理事長
が開設した保護犬・保護猫のシェルターに関する記事。

山根義久 名誉教授

26 11月10日 大学ジャーナル WEB
低炭水化物食や断続的断食による減量メカニズ
ムを、東京農工大学が解明

東京農工大学の木村郁夫教授らの研究グループが、低炭水化物食
や断続的断食がもたらす体脂肪重量の効率的な減少効果に、ケトン
体の一種であるアセト酢酸とその受容体、そして腸内環境の変化が
密接に関わってい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

27 11月11日 EMIRA WEB
世界中で50兆個！ 海面に漂う“マイクロプラス
チック”が地球に及ぼす影響とは
地球温暖化にもつながる海洋プラスチック汚染

東京農工大学・高田秀重教授のインタビューが掲載され、「農工大プ
ラスチック削減５Rキャンパス」活動についも紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

媒体名 記事（番組）関係者等
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28 11月12日 日刊工業新聞 26面
自作期の性能・技術競う
全日本学生室内飛行ロボットコンテスト
東京農工大、一般部門トップ

東京農工大学の「Alsomitra（アルソミトラ）」が一般部門の１位だった
ことが紹介される。

29 11月14日 ＮＨＫ TV ＮＨＫニュース（鹿児島県内）
外来マングースによって在来カエルの逃避行動が発達したことに関
する小峰浩隆特任助教らの研究が紹介される。

農学研究院 小峰浩隆 特任助教

30 11月14日 ＮＨＫ WEB
鹿児島 NEWS WEB
奄美のカエル　逃げる能力高まる

奄美大島に生息する固有種のカエルについて、捕食するマングース
の生息エリアに近いほど、逃げる能力が高まっていることを、東京農
工大学などの研究チームが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

31 11月15日 TBS TV Ｎスタ
プレスリリースをもとに、小池伸介准教授がツキノワグマの栄養状態
からツキノワグマの出没の原因を解説

農学研究院 小池伸介 准教授

32 11月15日 Success15 雑誌
その研究が未来を拓く
研究室にズームイン

東京農工大学 水環境保全学研究室／有機地球化学研究室　高田
秀重教授
マイクロプラスチックによる海洋汚染についての研究

農学研究院 高田秀重 教授

33 11月16日 デイリー新潮 WEB
東大、東北大、早大…5年制「高等専門学校」は
なぜ難関大学の編入に強いのか

茨城高専・群馬高専の進学先の一覧に本学が掲載される。

34 11月16日 yahooニュース WEB
東大、東北大、早大…5年制「高等専門学校」は
なぜ難関大学の編入に強いのか

茨城高専・群馬高専の進学先の一覧に本学が掲載される。

35 11月16日 gooニュース WEB
東大、東北大、早大…5年制「高等専門学校」は
なぜ難関大学の編入に強いのか

茨城高専・群馬高専の進学先の一覧に本学が掲載される。

36 11月17日 TBS TV あさチャン
プレスリリースをもとに、小池伸介准教授がツキノワグマの栄養状態
からツキノワグマの出没の原因を解説

農学研究院 小池伸介 准教授

37 11月18日 日刊工業新聞 WEB
東京農工大、次期学長候補者に千葉農学研究
院長

東京農工大学は大野弘幸学長（６６）の２０２０年３月末の任期満了
に伴い、次期学長候補者として千葉一裕大学院農学研究院長・農学
部長（６０）を決めた。

農学研究院 千葉一裕 教授

38 11月18日 日刊工業新聞 24面
東京農工大、次期学長候補者に千葉農学研究
院長

東京農工大学は大野弘幸学長（６６）の２０２０年３月末の任期満了
に伴い、次期学長候補者として千葉一裕大学院農学研究院長・農学
部長（６０）を決めた。

農学研究院 千葉一裕 教授

39 11月18日
NHK NEWS
WEB

WEB
コンタクトレンズポイ捨てやめて 環境への影響
懸念

マイクロプラスチックの問題に詳しい東京農工大学の高田秀重教授
のコメントが紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

40 11月19日 日本テレビ TV いた！ヤバイ生き物　キケン生物と大バトル
アナグマに関する東京農工大学の金子弥生准教授のインタビュー
や、学内に生息するアナグマやタヌキの様子が紹介される。

農学研究院 金子弥生 准教授

41 11月19日 ニュースイッチ WEB
東京農工大の次期学長候補者が決定、“意外
な”記者会見の理由
千葉農学研究院長が就任へ

東京農工大学が大野弘幸学長（６６）の２０２０年３月末の任期満了
に伴い、次期学長候補者として千葉一裕大学院農学研究院長・農学
部長（６０）を決めたことが紹介される。

農学研究院 千葉一裕 教授

42 11月19日
Livedoorニュー
ス

WEB
東京農工大の次期学長候補者が決定、“意外
な”記者会見の理由
千葉農学研究院長が就任へ

東京農工大学が大野弘幸学長（６６）の２０２０年３月末の任期満了
に伴い、次期学長候補者として千葉一裕大学院農学研究院長・農学
部長（６０）を決めたことが紹介される。

農学研究院 千葉一裕 教授

43 11月20日 NHK福島 TV はまなかあいづ
東京農工大学の大川泰一郎教授、大学院生光田侑子さんらによる
農業復興研究活動が紹介される。

農学研究院
大学院生

大川泰一郎
光田侑子

教授
さん

44 11月20日 NHK福島 WEB はまなかあいづ
東京農工大学の大川泰一郎教授、大学院生光田侑子さんらによる
農業復興研究活動が紹介される。

農学研究院
大学院生

大川泰一郎
光田侑子

教授
さん

45 11月20日
New Straits
Times

WEB
Sakura promotes research and cultural
exchanges

“Our project, hosted by Professor Dr Akinobu Shimizu from TUAT,
comprised technical sharing on the deep learning model for our
research in knee osteoarthritis,” he said.

工学研究院 清水昭伸 教授

46 11月23日 読売新聞 19面
新聞@スクール
18歳の1票 海洋ごみ汚染

プラの使用自体を減らそう
高田秀重さん　東京農工大教授（環境化学）

農学研究院 高田秀重 教授

47 11月25日 朝日新聞 WEB
新潟）トキの野生復帰を担う自然保護官　松本
恵里さん

松本恵里さんが東京農工大で森林の水循環を専攻したことが紹介さ
れる。

卒業生 松本恵里 さん

48 11月25日 テレビ朝日 TV 東京サイト
プラスチックゴミ問題の現状やマイクロプラスチックについて、高田秀
重教授の研究内容等が紹介される

農学研究院 高田秀重 教授

49 11月25日 All Africa WEB
Ghana: Prof. Samuel Nii Odai Inducted VC of
ATU

The new VC, an old student of the Koforidua Secondary Technical
School ; holds a bachelor of engineering degree in irrigation and
water conservancy engineering from Hohai University in Nanjing and
MSc and PhD degrees from Tokyo University of Agriculture and
Technology in Japan

卒業生 Samuel Nii Odai さん

50 11月25日 朝日新聞 13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

51 11月26日 sanpo WEB
大陽日酸、窒化ガリウムの低コスト結晶製造装
置開発

開発された製造装置が、東京農工大学の纐纈明伯特別招聘教授ら
の研究成果をもとに、大陽日酸に委託され、同社開発本部イノベー
ション事業本部が実用化を進めていたものであることが紹介される。

工学研究院 纐纈明伯 特別招聘教授

52 11月26日 現代ビジネス WEB
「1匹ずつ」数えたデータから害虫分布図を作る
「科学的農業」の現在

東京農工大学の澁澤栄特任教授のインタビュー。
卓越リーダ養
成機構

澁澤栄 特任教授

53 11月26日 朝日新聞 WEB
茨城）サラブレッドの馬糞を堆肥に　茨城大教授
ら活用

つくば牡丹園の園長の関浩一さんが東京農工大大学院の博士課程
で土作りを研究していることが紹介される。

本学学生 関浩一 さん

54 11月26日 Newton 雑誌 プラスチックごみは何が問題なのか?
有害物質の運び屋であるマイクロプラスチックが
世界の海をただよっている
監修 東京農工大学大学院農学研究院教授　高田秀重

農学研究院 高田秀重 教授

55 11月29日 テレビ朝日 TV 東京サイト
全国で初めて大学全体でプラスチック削減を目指す東京農工大学
の取り組みとして、「マイボトル用給水器」「プラスチック減量の大学
グッズ」「プラスチックの代替素材の研究」等が紹介される。

岡山隆之 理事

56 11月29日 朝日新聞 WEB
Ａｒｏｕｎｄ　Ｔｏｋｙｏ
■猫神様と養蚕展＠小金井

東京都小金井市の東京農工大学科学博物館で来年３月２１日まで、
企画展「猫神様と養蚕展～やっぱり最後は猫頼み～」が開かれてい
ることが紹介される。

科学博物館

57 11月29日 日本農業新聞 9面
農の未来デザイン探求
スマート農業×若者力

シンポジウムに東京農工大学の吉田久展さんが参加したことや、東
京農工大チームによる「小型ロボットによる自立農作業システム」の
発表概要が掲載される。

本学学生 吉田久展 さん
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№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要媒体名 記事（番組）関係者等

58 11月29日 朝日新聞 15面 ■猫神様と養蚕展＠小金井
東京都小金井市の東京農工大学科学博物館で来年３月２１日まで、
企画展「猫神様と養蚕展～やっぱり最後は猫頼み～」が開かれてい
ることが紹介される。

科学博物館

59 11月30日 朝日新聞 2面
突然の転換 対応限界
英語民間試験　６２国立大取りやめ

「各大学での一般選抜での英語民間試験の活用方針」の「活用をや
める」の一覧に本学名が掲載される。

60 11月30日 毎日新聞 26面
私立大も「前提崩れた」
英語民間試験 各大学、一斉見送り

「大学入学共通テストでの英語民間試験の導入見送りを受けた２０２
０年度実施の入試の主な対応」の国立」の表に本学が掲載される。

61 11月30日 読売新聞 33面
英語民間試験「活用困難」
８割見送り 大学「格差 解消されず」

「国立大の一般入試での英語民間試験の活用状況」の「活用しない
に変更」の一覧に本学名が掲載される。
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