
2020年度　新聞記事等一覧　(4月分）
№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 4月1日 りそなーれ 雑誌

時の言霊
高田秀重　環境学者
プラスチックを減らしていくことが、私たち自身の
身を守ることになるんです。

高田秀重（東京農工大教授）のインタビューが紹介される。 農学研究院 高田秀重 教授

2 4月1日 ガスペディア WEB
東京農工大、気相成長（株）、大陽日酸が共同で
β型酸化ガリウム結晶の有機金属気相成長に
成功

東京農工大学大学院工学研究院応用化学部門の熊谷 義
直教授、後藤健助教らが、高い省エネ効果を有する次世
代パワーデバイス用半導体材料として注目されている β
型酸化ガリウム（β-Ga2O3）結晶注１が有機金属気相成
長（MOVPE）法注２で成長する化学反応メカニズムを世界
で初めて解明し、見出された最適成長条件で高純度の β
-Ga2O3結晶の MOVPE 成長を実証したことが紹介され
る。

工学研究院
熊谷義直

後藤健
教授
助教

3 4月2日 BS-朝日 TV 宇賀なつみのそこ教えて！
グローバルイノベーション研究院の小池伸介教授が、春先
のクマへの注意について解説する。

GIR 小池伸介 教授

4 4月2日 大学ジャーナル WEB
目に入れるだけで立体像が見える！AR表示コン
タクトレンズの開発に成功　東京農工大学

東京農工大学の高木康博教授の研究グループが「ホログ
ラフィック・コンタクトレンズディスプレイ」を開発したことが
紹介される。

工学研究院 高木康博 教授

5 4月2日 sippo WEB
本当に怖い狂犬病、発症すると致死率ほぼ
100％　愛犬にワクチン接種を

記事を監修した石村拓也獣医師の略歴で、東京農工大学
農学部獣医学科卒業であることが紹介される。

卒業生 石村拓也 さん

6 4月2日 日本テレビ TV news every
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

7 4月3日 産経新聞 21面 駆除シカ 絶品ラーメンに
東京農工大学の学生団体「けものみち」が、ジビエを利用
した地域おこしプロジェクトを進めていることが紹介され
る。

けものみち

8 4月3日 SankeiBiz WEB 駆除シカ 絶品ラーメンに
東京農工大学の学生団体「けものみち」が、ジビエを利用
した地域おこしプロジェクトを進めていることが紹介され
る。

けものみち

9 4月3日
Livedoorニュー
ス

WEB 駆除シカ 絶品ラーメンに
東京農工大学の学生団体「けものみち」が、ジビエを利用
した地域おこしプロジェクトを進めていることが紹介され
る。

けものみち

10 4月3日 yahooニュース WEB 駆除シカ 絶品ラーメンに
東京農工大学の学生団体「けものみち」が、ジビエを利用
した地域おこしプロジェクトを進めていることが紹介され
る。

けものみち

11 4月3日 gooニュース WEB 駆除シカ 絶品ラーメンに
東京農工大学の学生団体「けものみち」が、ジビエを利用
した地域おこしプロジェクトを進めていることが紹介され
る。

けものみち

12 4月3日 msnニュース WEB 駆除シカ 絶品ラーメンに
東京農工大学の学生団体「けものみち」が、ジビエを利用
した地域おこしプロジェクトを進めていることが紹介され
る。

けものみち

13 4月3日
infoseekニュー
ス

WEB 駆除シカ 絶品ラーメンに
東京農工大学の学生団体「けものみち」が、ジビエを利用
した地域おこしプロジェクトを進めていることが紹介され
る。

けものみち

14 4月5日
マイナビニュー
ス

WEB
次世代半導体材料「β型酸化ガリウム結晶」の
高純度成長法を農工大が開発

東京農工大大学院 工学研究院 応用化学部門の熊谷義
直教授、同・後藤健助教らが、高い省エネ効果を有する次
世代パワーデバイス用半導体材料として注目されている
「β型酸化ガリウム結晶」が有機金属気相成長(MOVPE)
法で成長する化学反応メカニズムを解明し、高純度の結晶
成長法を開発したことが紹介される。

工学研究院
熊谷義直

後藤健
教授
助教

15 4月5日 mapionニュース WEB
次世代半導体材料「β型酸化ガリウム結晶」の
高純度成長法を農工大が開発

東京農工大大学院 工学研究院 応用化学部門の熊谷義
直教授、同・後藤健助教らが、高い省エネ効果を有する次
世代パワーデバイス用半導体材料として注目されている
「β型酸化ガリウム結晶」が有機金属気相成長(MOVPE)
法で成長する化学反応メカニズムを解明し、高純度の結晶
成長法を開発したことが紹介される。

工学研究院
熊谷義直

後藤健
教授
助教

16 4月5日
ニコニコニュー
ス

WEB
次世代半導体材料「β型酸化ガリウム結晶」の
高純度成長法を農工大が開発

東京農工大大学院 工学研究院 応用化学部門の熊谷義
直教授、同・後藤健助教らが、高い省エネ効果を有する次
世代パワーデバイス用半導体材料として注目されている
「β型酸化ガリウム結晶」が有機金属気相成長(MOVPE)
法で成長する化学反応メカニズムを解明し、高純度の結晶
成長法を開発したことが紹介される。

工学研究院
熊谷義直

後藤健
教授
助教

17 4月5日 gooニュース WEB
次世代半導体材料「β型酸化ガリウム結晶」の
高純度成長法を農工大が開発

東京農工大大学院 工学研究院 応用化学部門の熊谷義
直教授、同・後藤健助教らが、高い省エネ効果を有する次
世代パワーデバイス用半導体材料として注目されている
「β型酸化ガリウム結晶」が有機金属気相成長(MOVPE)
法で成長する化学反応メカニズムを解明し、高純度の結晶
成長法を開発したことが紹介される。

工学研究院
熊谷義直

後藤健
教授
助教

18 4月5日 exciteニュース WEB
次世代半導体材料「β型酸化ガリウム結晶」の
高純度成長法を農工大が開発

東京農工大大学院 工学研究院 応用化学部門の熊谷義
直教授、同・後藤健助教らが、高い省エネ効果を有する次
世代パワーデバイス用半導体材料として注目されている
「β型酸化ガリウム結晶」が有機金属気相成長(MOVPE)
法で成長する化学反応メカニズムを解明し、高純度の結晶
成長法を開発したことが紹介される。

工学研究院
熊谷義直

後藤健
教授
助教

19 4月5日 日本経済新聞 WEB
微小プラ、世界の魚介類に　日本は1人年13万
個摂取か

東京湾のカタクチイワシから検出されたマイクロプラスチッ
ク（東京農工大提供）の写真が使用される。

20 4月6日 テレビ朝日 TV ワイドスクランブル
東京農工大学の水谷哲也教授が出演し、コロナの変異に
ついてコメントする。

国際家畜感染症
防疫研究教育セ
ンター

水谷哲也 教授

21 4月6日 スポーツ報知 WEB
【桜花賞　今週のキーマン】サトノレイナス＆アカ
イトリノムスメで国枝調教師ワンツー狙う　白毛
の女王ソダシ止める

調教師の国枝栄氏の略歴で東京農工大卒業であることが
紹介される。

卒業生 国枝栄 さん

22 4月6日 yahooニュース WEB
【桜花賞　今週のキーマン】サトノレイナス＆アカ
イトリノムスメで国枝調教師ワンツー狙う　白毛
の女王ソダシ止める

調教師の国枝栄氏の略歴で東京農工大卒業であることが
紹介される。

卒業生 国枝栄 さん

媒体名 記事（番組）関係者等
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23 4月6日
Livedoorニュー
ス

WEB
【桜花賞　今週のキーマン】サトノレイナス＆アカ
イトリノムスメで国枝調教師ワンツー狙う　白毛
の女王ソダシ止める

調教師の国枝栄氏の略歴で東京農工大卒業であることが
紹介される。

卒業生 国枝栄 さん

24 4月6日
infoseekニュー
ス

WEB
【桜花賞　今週のキーマン】サトノレイナス＆アカ
イトリノムスメで国枝調教師ワンツー狙う　白毛
の女王ソダシ止める

調教師の国枝栄氏の略歴で東京農工大卒業であることが
紹介される。

卒業生 国枝栄 さん

25 4月6日
幻冬舎GOLDオ
ンライン

WEB
恐ろしい…医学部予備校で「4浪中の学生」抱え
る闇が深すぎる

著者の長澤潔志氏の略歴で、東京農工大学大学院博士
課程を中退後、国立感染症研究所にて緑膿菌（病原菌）の
研究に従事したことが紹介される。

元学生 長澤潔志 さん

26 4月7日 日高新報 WEB コンタクトレンズの可能性
東京農工大学が先日、スマートコンタクトレンズとして開
発、今後、実用化を目指すことが紹介される。

27 4月8日 週刊大衆 WEB
木村拓哉「3度目のタヌキ」を専門家が解説！
「非常に貴重でありがたい」

東京農工大学の金子弥生准教授のタヌキの都心での生
息状況についてのコメントが紹介される。

農学研究院 金子弥生 准教授

28 4月9日
幻冬舎GOLD
ONLINE

WEB
獣医師試験「大学別合格ランキング21」100％合
格は2大学

「獣医師国家試験の大学別合格者ランキング」に関する記
事で、4位に本学が掲載される。

29 4月9日
Livedoorニュー
ス

WEB
獣医師試験「大学別合格ランキング21」100％合
格は2大学

「獣医師国家試験の大学別合格者ランキング」に関する記
事で、4位に本学が掲載される。

30 4月9日 yahooニュース WEB
獣医師試験「大学別合格ランキング21」100％合
格は2大学

「獣医師国家試験の大学別合格者ランキング」に関する記
事で、4位に本学が掲載される。

31 4月11日 産経新聞 10面 感染症防げ　コウモリ研究
東京農工大の大松勉准教授（人獣共通感染症学）の研究
チームの取り組みが紹介される。

農学研究院 大松勉 准教授

32 4月12日 日刊スポーツ WEB
国産ワクチンの現状　国内感染者少なく治験進
まず世界から周回遅れ

東京農工大の水谷哲也教授のコメントが紹介される。
国際家畜感染症
防疫研究教育セ
ンター

水谷哲也 教授

33 4月12日 JETRO WEB 日ロで海洋プラスチックごみ問題を議論、日本の
技術へ期待

「大都市環境国際フォーラム」で、東京農工大学の高田秀
重教授が、プラスチックの消費量自体を減らすことが課題
だと述べ、個人の意識向上に加えて、行政による取り組み
の重要性を指摘したことが紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

34 4月12日 infoseekニュー
ス

WEB 日ロで海洋プラスチックごみ問題を議論、日本の
技術へ期待

「大都市環境国際フォーラム」で、東京農工大学の高田秀
重教授が、プラスチックの消費量自体を減らすことが課題
だと述べ、個人の意識向上に加えて、行政による取り組み
の重要性を指摘したことが紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

35 4月13日 読売新聞 WEB
【独自】米で流行の変異型、日本人の６割は免疫
効果低下か…東大など解析

東京農工大の水谷哲也教授（ウイルス学）のコメントが紹
介される。

国際家畜感染症
防疫研究教育セ
ンター

水谷哲也 教授

36 4月13日
infoseekニュー
ス

WEB
【独自】米で流行の変異型、日本人の６割は免疫
効果低下か…東大など解析

東京農工大の水谷哲也教授（ウイルス学）のコメントが紹
介される。

国際家畜感染症
防疫研究教育セ
ンター

水谷哲也 教授

37 4月13日
Livedoorニュー
ス

WEB
【独自】米で流行の変異型、日本人の６割は免疫
効果低下か…東大など解析

東京農工大の水谷哲也教授（ウイルス学）のコメントが紹
介される。

国際家畜感染症
防疫研究教育セ
ンター

水谷哲也 教授

38 4月13日 yahooニュース WEB
【独自】米で流行の変異型、日本人の６割は免疫
効果低下か…東大など解析

東京農工大の水谷哲也教授（ウイルス学）のコメントが紹
介される。

国際家畜感染症
防疫研究教育セ
ンター

水谷哲也 教授

39 4月13日 SANPO WEB WEB
東京農工大と大陽日酸ら、β型酸化ガリウム結
晶のＭＯＶＰＥに成功

東京農工大学大学院工学研究院応用化学部門の熊谷義
直教授、後藤健助教らが高い省エネ効果を有する次世代
パワーデバイス用半導体材料として注目されるβ型酸化
ガリウム（β‐Ｇａ２Ｏ３）結晶が、有機金属気相成長（ＭＯＶ
ＰＥ）法で成長する化学反応メカニズムを世界で初めて解
明したことが紹介される。

工学研究院
熊谷義直

後藤健
教授
助教

40 4月13日 農機新聞 5面 農学者の存在意義について①
東京農工大学 卓越リーダー養成機構　特任教授　 澁澤
栄

卓越リーダー養
成機構

澁澤栄 特任教授

41 4月16日 科学新聞 2面
早大を中心に54機関がT-UNITEを形成
JSTのSCORE大学推進型に採択

早稲田大学が主観光となり、東京農工大学など54機関が
参画するプラットフォーム「T-UNITE」が採択されたことが
紹介される。

42 4月18日 日本農業新聞 12面
ペルーで新パナマ病
バナナの大敵、まん延防止へ

南米の研究者らとTR4の研究をしている東京農工大学の
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

43 4月18日 日本農業新聞 WEB
ペルーで新パナマ病
バナナの大敵、まん延防止へ

南米の研究者らとTR4の研究をしている東京農工大学の
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

44 4月18日
Livedoorニュー
ス

WEB
ペルーで新パナマ病
バナナの大敵、まん延防止へ

南米の研究者らとTR4の研究をしている東京農工大学の
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

45 4月18日 朝日新聞 WEB
イノシシ「北上」で被害急増　目撃されなかった青
森にも

ICT技術を使い、イノシシが近づくと犬の鳴き声が鳴るシス
テムの実証実験を企画した東京農工大学の金子弥生准教
授のコメントが紹介される。

農学研究院 金子弥生 准教授

46 4月18日
Livedoorニュー
ス

WEB
イノシシ「北上」で被害急増　目撃されなかった青
森にも

ICT技術を使い、イノシシが近づくと犬の鳴き声が鳴るシス
テムの実証実験を企画した東京農工大学の金子弥生准教
授のコメントが紹介される。

農学研究院 金子弥生 准教授

47 4月18日 gooニュース WEB
イノシシ「北上」で被害急増　目撃されなかった青
森にも

ICT技術を使い、イノシシが近づくと犬の鳴き声が鳴るシス
テムの実証実験を企画した東京農工大学の金子弥生准教
授のコメントが紹介される。

農学研究院 金子弥生 准教授

48 4月19日 日刊工業新聞 17面
ひよこ、ロボで採餌学習
訓練時間1/5に　東京農工大

東京農工大学の新村毅准教授らの研究グループが、鶏の
ヒナに餌の食べ方を教えるロボットを開発したことが紹介さ
れる。

農学研究院 新村毅 准教授

49 4月19日 日刊工業新聞 WEB
ひよこ、ロボで採餌学習
訓練時間1/5に　東京農工大

東京農工大学の新村毅准教授らの研究グループが、鶏の
ヒナに餌の食べ方を教えるロボットを開発したことが紹介さ
れる。

農学研究院 新村毅 准教授

50 4月20日
コンバーテック4
月号

雑誌
ホログラフィック・コンタクトレンズディスプレイ開
発

東京農工大学の高木康博教授の研究グループが「ホログ
ラフィック・コンタクトレンズディスプレイ」を開発したことが
紹介される。

工学研究院 高木康博 教授

51 4月20日
幻冬舎GOLDオ
ンライン

WEB
21歳医学部受験生…泣きながら父親を寮に呼ん
だ恐ろしい理由

著者の長澤潔志氏の略歴で、東京農工大学大学院博士
課程を中退後、国立感染症研究所にて緑膿菌（病原菌）の
研究に従事したことが紹介される。

元学生 長澤潔志 さん

52 4月20日
ダイヤモンドオ
ンライン

WEB
伝統校を左右する手腕、新校長人事で見る首都
圏「中高一貫校」の将来

小畑秀文元学長がかえつ有明の校長を務めていたことが
紹介される。

小畑秀文 元学長

(2)



№ 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

53 4月20日
Livedoorニュー
ス

WEB
伝統校を左右する手腕、新校長人事で見る首都
圏「中高一貫校」の将来

小畑秀文元学長がかえつ有明の校長を務めていたことが
紹介される。

小畑秀文 元学長

54 4月20日
幻冬舎GOLDオ
ンライン

WEB
もっと怖い…俗説「糖尿病になると歯周病が悪化
する」の真相

むし歯菌の酵素を利用して、ナイロンよりも強い樹脂の開
発に、東京農工大学が成功したことが紹介される。

55 4月20日
Livedoorニュー
ス

WEB
もっと怖い…俗説「糖尿病になると歯周病が悪化
する」の真相

むし歯菌の酵素を利用して、ナイロンよりも強い樹脂の開
発に、東京農工大学が成功したことが紹介される。

56 4月20日 yahooニュース WEB
もっと怖い…俗説「糖尿病になると歯周病が悪化
する」の真相

むし歯菌の酵素を利用して、ナイロンよりも強い樹脂の開
発に、東京農工大学が成功したことが紹介される。

57 4月20日 農機新聞 5面 農学者の存在意義について②
東京農工大学 卓越リーダー養成機構　特任教授　 澁澤
栄

卓越リーダー養
成機構

澁澤栄 特任教授

58 4月22日 日刊工業新聞 29面
研究開発法人トップに聞く
未踏の北極海域 進出・探索
海洋研究開発機構理事長　松永是氏

松永是理事長の略歴で、本学での経歴が紹介される。 松永是 元学長

59 4月22日 山形新聞 WEB
慶応大先端研、ハダニの糸の遺伝子解明　細く
て硬い、産業への応用期待

慶応大先端生命科学研究所と東京農工大、流通経済大、
法政大が共同で、ハダニの糸を構成するシルクタンパク質
の遺伝子を解明したことが紹介される。

農学研究院 鈴木丈詞 准教授

60 4月22日 山形新聞 26面
慶応大先端研、ハダニの糸の遺伝子解明　細く
て硬い、産業への応用期待

慶応大先端生命科学研究所と東京農工大、流通経済大、
法政大が共同で、ハダニの糸を構成するシルクタンパク質
の遺伝子を解明したことが紹介される。

農学研究院 鈴木丈詞 准教授

61 4月22日 yahooニュース WEB
慶応大先端研、ハダニの糸の遺伝子解明　細く
て硬い、産業への応用期待

慶応大先端生命科学研究所と東京農工大、流通経済大、
法政大が共同で、ハダニの糸を構成するシルクタンパク質
の遺伝子を解明したことが紹介される。

農学研究院 鈴木丈詞 准教授

62 4月23日 科学新聞 4面

β型酸化ガリウム結晶
有機金属気相成長に成功
「世界初」化学反応メカニズム解明
東京農工大など産学共同

東京農工大大学院 工学研究院 応用化学部門の熊谷義
直教授、同・後藤健助教らが、高い省エネ効果を有する次
世代パワーデバイス用半導体材料として注目されている
「β型酸化ガリウム結晶」が有機金属気相成長(MOVPE)
法で成長する化学反応メカニズムを解明し、高純度の結晶
成長法を開発したことが紹介される。

工学研究院
熊谷義直

後藤健
教授
助教

63 4月24日 日本農業新聞 WEB
新たな林業基本計画案　木材供給４割増へ　再
造林促し需要開拓　林野庁

林野庁は２３日の林政審議会（会長＝土屋俊幸東京農工
大学名誉教授）に、新たな森林・林業基本計画の本文案を
示したことが紹介される。

土屋俊幸 名誉教授

64 4月24日 yahooニュース WEB
新たな林業基本計画案　木材供給４割増へ　再
造林促し需要開拓　林野庁

林野庁は２３日の林政審議会（会長＝土屋俊幸東京農工
大学名誉教授）に、新たな森林・林業基本計画の本文案を
示したことが紹介される。

土屋俊幸 名誉教授

65 4月24日
Livedoorニュー
ス

WEB
新たな林業基本計画案　木材供給４割増へ　再
造林促し需要開拓　林野庁

林野庁は２３日の林政審議会（会長＝土屋俊幸東京農工
大学名誉教授）に、新たな森林・林業基本計画の本文案を
示したことが紹介される。

土屋俊幸 名誉教授

66 4月24日 日経サイエンス 雑誌 多孔質、穴のサイズ自在に
張り薬や薬物送達に応用

東京農工大学の村上義彦教授と大学院生の西村真之介
氏らは、小さな穴が無数に開いた「多孔質シート」の穴の
大きさを簡単に変えられる技術を開発したことが紹介され
る。

工学研究院
工学府応用化学
専攻博士後期課
程3年

村上義彦
西村真之介

教授
さん

67 4月26日 朝日小学生新聞 1面 四国にクマがいなくなる！？ 東京農工大学の小池伸介教授のコメントが紹介される。

68 4月26日 大学ジャーナル WEB ゲノム編集でカイコが温度でなく日長で休眠、信
州大学などが発見

信州大学、東京農工大学、自然科学研究機構生理学研究
所の研究グループが、ゲノム編集技術などを用い、カイコ
の休眠が温度から光周期（日長）に依存して決定されるよ
うに変化することを発見したことが紹介される。

農学研究院 横山岳 准教授

69 4月27日 J:COM TV つながるNEWS
2020年に本学で誕生したアメリカンミニチュアホース「グラ
ンドシードル」の成長の様子が紹介される。

ミニホースの会

70 4月27日
幻冬舎GOLDオ
ンライン

WEB
「お金を積んで頼めば…」医学部受験生の両親
が払う衝撃の金額

著者の長澤潔志氏の略歴で、東京農工大学大学院博士
課程を中退後、国立感染症研究所にて緑膿菌（病原菌）の
研究に従事したことが紹介される。

元学生 長澤潔志 さん

71 4月28日 日経産業新聞 1面 武田OBが挑む「リバイバル創薬」 スタートアップ
に商機

ティムス社を紹介する中で、東京農工大学の蓮見恵司教
授が20年以上前、脳梗塞や心筋梗塞の李朝に役立つ化
合物を微生物の中から発見したことがきっかけであること
が紹介される。

農学研究院 蓮見恵司 教授

72 4月28日 日本経済新聞 WEB 武田OBが挑む「リバイバル創薬」 スタートアップ
に商機

ティムス社を紹介する中で、東京農工大学の蓮見恵司教
授が20年以上前、脳梗塞や心筋梗塞の李朝に役立つ化
合物を微生物の中から発見したことがきっかけであること
が紹介される。

農学研究院 蓮見恵司 教授

73 4月29日 東京新聞 10面 春の叙勲　受章者
高木隆司東京農工大学名誉教授、長谷川正東京農工大
学名誉教授が受章者一覧に掲載される。

高木隆司
長谷川正

名誉教授
名誉教授

74 4月29日 読売新聞 19面 春の叙勲
高木隆司東京農工大学名誉教授、長谷川正東京農工大
学名誉教授が受章者一覧に掲載される。

高木隆司
長谷川正

名誉教授
名誉教授

75 4月29日 産経新聞 18面 春の叙勲　4136人
高木隆司東京農工大学名誉教授、長谷川正東京農工大
学名誉教授が受章者一覧に掲載される。

高木隆司
長谷川正

名誉教授
名誉教授

76 4月29日 毎日新聞 10面 春の叙勲受章者
高木隆司東京農工大学名誉教授、長谷川正東京農工大
学名誉教授が受章者一覧に掲載される。

高木隆司
長谷川正

名誉教授
名誉教授

77 4月29日 朝日新聞 18面 春の叙勲　4253人が受章
高木隆司東京農工大学名誉教授、長谷川正東京農工大
学名誉教授が受章者一覧に掲載される。

高木隆司
長谷川正

名誉教授
名誉教授

78 4月29日 日本経済新聞 35面 春の叙勲　受章者
高木隆司東京農工大学名誉教授、長谷川正東京農工大
学名誉教授が受章者一覧に掲載される。

高木隆司
長谷川正

名誉教授
名誉教授

79 4月30日 科学新聞 3面 令和３年　春の叙勲　受章者
高木隆司東京農工大学名誉教授、長谷川正東京農工大
学名誉教授が受章者一覧に掲載される。

高木隆司
長谷川正

名誉教授
名誉教授

80 4月30日 日経産業新聞 16面
Smart Times
東京農工大学教授　伊藤伸

経済指標を見逃すな 工学府 伊藤伸 教授

81 4月30日 日本経済新聞 WEB
Smart Times
東京農工大学教授　伊藤伸

経済指標を見逃すな 工学府 伊藤伸 教授
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