
2021年度　新聞記事等一覧　(6月分）
№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 6月1日 LAURIER PRESS WEB
プロテインの摂り過ぎで体のニオイがきつくなるのはな
ぜ？ 専門家が解説

東京農工大学の寺尾啓二客員教授が協力した記事が紹介さ
れる。

寺尾啓二 客員教授

2 6月1日 yahooニュース WEB
【5月第4週資金調達まとめ】ラグジュアリー日本酒ブラ
ンドのClear、12億9500万円調達

東京農工大学が研究開発に参加している有機米デザインが
有機農業のハードルを低減するハード開発に取り組むスタート
アップで２億円調達したことが紹介される。

3 6月1日 ForbesJapan WEB
【5月第4週資金調達まとめ】ラグジュアリー日本酒ブラ
ンドのClear、12億9500万円調達

東京農工大学が研究開発に参加している有機米デザインが
有機農業のハードルを低減するハード開発に取り組むスタート
アップで２億円調達したことが紹介される。

4 6月2日 福島民友新聞 WEB 【６月２日付編集日記】ブルーベリー
東京農工大学の元教授で日本のブルーベリーの父と称される
岩垣駛夫さんと、現在東京農工大学が福島の廃校活用拠点
で栽培したブルーベリーの販売を始めたことが紹介される。

元教授 岩垣駛夫

5 6月2日 yahooニュース WEB
その体の臭いや肌荒れ、プロテインが原因かも!? 驚き
の落とし穴を専門家が解説

東京農工大学の寺尾啓二客員教授が協力した記事が紹介さ
れる。

寺尾啓二 客員教授

6 6月2日
静岡県警ホームペー
ジ

WEB 自転車事故
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

7 6月2日 静岡新聞 28面
県警事故防止ムービー
交差点安全確認し進行

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

8 6月2日 週刊東洋経済 雑誌 本当に強い大学2021
「本当に強い大学」総合ランキングで東京農工大学が132位と
紹介される。またコロナ禍で激変した大学生活という記事で工
学部4年伊藤美紀さん（仮名）の話しが紹介される。

工学部4年 伊藤美紀（仮名） さん

9 6月3日
産業技術総合研究
所

WEB
海底生態系の回復を導く細菌のパートナーシップを発
見

東京農工大学の片山葉子名誉教授が産業技術総合研究所、
専修大学と協力して東日本大震災の津波によって打ち上げら
れた海底堆積物を試料に、硫黄成分のやり取りに関わる細菌
同士の協力関係（パートナーシップ）を明らかにし、海底の嫌
気生態系が持つ有機物の分解機能が回復していく過程を解明
したことが紹介される。

片山葉子 名誉教授

10 6月3日 yahooニュース WEB
プロテインの摂り過ぎで腸に穴が開く!? 予防するならキ
ウイ＆◎◎◎◎◎◎［専門家が解説］

東京農工大学の寺尾啓二客員教授が協力した記事が紹介さ
れる。

寺尾啓二 客員教授

11 6月4日 日刊工業新聞 21面
無酸素状態の生態系機能回復
産総研、一端解明

東京農工大学が共同研究している産業技術総合研究所環境
創生研究部門の研究グループが無酸素状態の生態系機能が
回復する仕組みの一端を解明したことが紹介される。

12 6月4日 Chem-Station WEB プリンターで印刷できる、電波を操る人工スーパー材料
高屈折率・無反射なメタサーフェスを世界で最も高い周波数で
実現させた、東京農工大学工学府（鈴木研究室）の朝田晴美
さんが紹介される。

工学研究院 朝田晴美 博士後期課程

13 6月4日 yahooニュース WEB
長生きのためにスポーツするならテニス一択！ 脳も鍛
えられるその魅力を専門家が解説

東京農工大学の寺尾啓二客員教授が協力した記事が紹介さ
れる。

寺尾啓二 客員教授

14 6月5日 yahooニュース WEB 文章力がいきなり上がる「箇条書きトレーニング」とは？
東京農工大学の杉野幹人特任教授が執筆されたコラムが紹
介される。

工学部 杉野幹人 特任教授

15 6月5日
ダイヤモンドオンライ
ン

WEB 文章力がいきなり上がる「箇条書きトレーニング」とは？
東京農工大学の杉野幹人特任教授が執筆されたコラムが紹
介される。

工学部 杉野幹人 特任教授

16 6月5日 しんぶん赤旗 WEB
脱プラへ素材転換を
山下氏　資源循環促進法が成立

日本共産党の山下氏が参院環境委員会での質疑で、東京農
工大の高田秀重教授の推計によると毎年約２５億本が環境中
に流出していると述べたことが紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

17 6月5日 Livedoorニュース WEB 脱プラへ素材転換を/山下氏　資源循環促進法が成立
日本共産党の山下氏が参院環境委員会での質疑で、「東京農
工大の高田秀重教授の推計によると毎年約２５億本が環境中
に流出している」と述べたことが紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

18 6月5日 yahooニュース WEB
お口の臭いはキウイを食べるとやわらぐ!? 気になる舌
苔も除去する成分を専門家が解説

東京農工大学の寺尾啓二客員教授が協力した記事が紹介さ
れる。

寺尾啓二 客員教授

19 6月5日 msnニュース WEB 文章力がいきなり上がる「箇条書きトレーニング」とは？
東京農工大学の杉野幹人特任教授が執筆されたコラムが紹
介される。

工学部 杉野幹人 特任教授

20 6月5日 日本経済新聞 3面 国立大22校「接種会場に」
自治体が実施するワクチン接種の会場提供を含め、学内での
接種に協力する意向がある国立大22校に東京農工大学が含
まれていることが紹介される。

21 6月6日 中日新聞 WEB ＜脱プラスチック＞後編　どうしたら減らせる？
東京農工大学の高田秀重教授のお話が専門家の意見として
紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

22 6月6日 yahooニュース WEB
プロテインで肌荒れ＆腎機能低下の危険性も！ 新型コ
ロナ感染につながりかねない注意点

東京農工大学の寺尾啓二客員教授が協力した記事が紹介さ
れる。

寺尾啓二 客員教授

23 6月6日 中日新聞 17面
Dig!ニュースを考える
脱プラスチック　どうしたら減らせる？

東京農工大学の高田秀重教授のプラスチックが環境に与える
影響、どうしたらプラスチックを減らせるかについての意見が
紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

24 6月7日 MoguraVR WEB
目に入れるディスプレイ「スマート・コンタクトレンズ」は
実現できるのか？ 研究者に聞く

東京農工大学の高木康博教授が開発した「ホログラフィック・コ
ンタクトレンズディスプレイ」についてインタビューを受けた記事
が紹介される。

工学研究院 高木康博 教授

25 6月7日 民主青年新聞 6面
循環型社会実現のために
プラスチックと環境汚染を考える

東京農工大学の高田秀重教授が、プラスチックと環境汚染に
ついてインタビューされた記事が紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

26 6月7日 化学工業日報 5面
農工大、バイオプラ開発加速
電材向け応用視野に

東京農工大学の兼橋真二准教授が研究しているバイオマスプ
ラスチックの開発が進んでいることが紹介される。

工学研究院 兼橋真二 准教授

27 6月7日 読売新聞 WEB
「インド型」英国や米国経由でも流入か…慶応大チーム
が解析

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

28 6月7日 Livedoorニュース WEB
「インド型」英国や米国経由でも流入か…慶応大チーム
が解析

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

29 6月7日 yahooニュース WEB
「インド型」英国や米国経由でも流入か…慶応大チーム
が解析

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

30 6月7日 msnニュース WEB
「インド型」英国や米国経由でも流入か…慶応大チーム
が解析

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

31 6月7日 infoseekニュース WEB
「インド型」英国や米国経由でも流入か…慶応大チーム
が解析

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

32 6月8日 農業協同組合新聞 WEB
自民農林族一つの転機　谷津逝き宮腰去る　農政
ジャーナリスト　伊本克宜【検証：菅政権17】

東京農工大学卒業生で元農林水産大臣の西川公也氏が自民
農林族として紹介される。

卒業生 西川公也 さん

33 6月8日 yahooニュース WEB
運転中の心筋梗塞、予兆を早期検知…デンソーなど
DNAの機能を発見

デンソーと東京農工大学、理化学研究所、ノースカロライナ大
学は、特殊な構造（グアニン四重鎖構造）を持つDNAがミオグ
ロビンタンパク質の持つ酵素活性を増強する機能があることを
発見したことが紹介される。

工学研究院
塚越かおり
池袋一典
山岸恭子

助教
教授
さん

34 6月8日 Response WEB
運転中の心筋梗塞、予兆を早期検知…デンソーなど
DNAの機能を発見

デンソーと東京農工大学、理化学研究所、ノースカロライナ大
学は、特殊な構造（グアニン四重鎖構造）を持つDNAがミオグ
ロビンタンパク質の持つ酵素活性を増強する機能があることを
発見したことが紹介される。

工学研究院
塚越かおり
池袋一典
山岸恭子

助教
教授
さん

35 6月8日 msnニュース WEB
運転中の心筋梗塞、予兆を早期検知…デンソーなど
DNAの機能を発見

デンソーと東京農工大学、理化学研究所、ノースカロライナ大
学は、特殊な構造（グアニン四重鎖構造）を持つDNAがミオグ
ロビンタンパク質の持つ酵素活性を増強する機能があることを
発見したことが紹介される。

工学研究院
塚越かおり
池袋一典
山岸恭子

助教
教授
さん

媒体名 記事（番組）関係者等
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36 6月8日 TheJapanNews WEB Indian variant may have entered Japan via U.K., U.S.
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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

37 6月9日 yahooニュース WEB
DNAに“設計図”以外の新機能を発見　酵素活性を強
める効果

東京農工大学大学院が、DNAに「生命の設計図」以外の機能
として、酵素活性を強める効果を見つけたと発表したことが紹
介される。

工学研究院
塚越かおり
池袋一典
山岸恭子

助教
教授
さん

38 6月9日 ITmedia WEB
DNAに“設計図”以外の新機能を発見　酵素活性を強
める効果

東京農工大学大学院が、DNAに「生命の設計図」以外の機能
として、酵素活性を強める効果を見つけたと発表したことが紹
介される。

工学研究院
塚越かおり
池袋一典
山岸恭子

助教
教授
さん

39 6月9日 読売新聞 WEB
変異型の感染経路すばやく推定…五輪での活用想定、
東大医科研など開発

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

40 6月9日 Livedoorニュース WEB
変異型の感染経路すばやく推定…五輪での活用想定、
東大医科研など開発

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

41 6月9日 gooニュース WEB
DNAに“設計図”以外の新機能を発見　酵素活性を強
める効果

東京農工大学大学院が、DNAに「生命の設計図」以外の機能
として、酵素活性を強める効果を見つけたと発表したことが紹
介される。

工学研究院
塚越かおり
池袋一典
山岸恭子

助教
教授
さん

42 6月9日 yahooニュース WEB
変異型の感染経路すばやく推定…五輪での活用想定、
東大医科研など開発

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

43 6月9日 msnニュース WEB
変異型の感染経路すばやく推定…五輪での活用想定、
東大医科研など開発

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

44 6月9日 msnニュース WEB
DNAに“設計図”以外の新機能を発見　酵素活性を強
める効果

東京農工大学大学院が、DNAに「生命の設計図」以外の機能
として、酵素活性を強める効果を見つけたと発表したことが紹
介される。

工学研究院
塚越かおり
池袋一典
山岸恭子

助教
教授
さん

45 6月9日 infoseekニュース WEB
変異型の感染経路すばやく推定…五輪での活用想定、
東大医科研など開発

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。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

46 6月9日 ニコニコニュース WEB
DNAに“設計図”以外の新機能を発見　酵素活性を強
める効果

東京農工大学大学院が、DNAに「生命の設計図」以外の機能
として、酵素活性を強める効果を見つけたと発表したことが紹
介される。

工学研究院
塚越かおり
池袋一典
山岸恭子

助教
教授
さん

47 6月9日 Livedoorニュース WEB
臭いおならは病気のサイン!? 腸内環境の悪化を放置し
ないほうがいい理由を解説［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

48 6月9日 Fashion Box WEB
臭いおならは病気のサイン!? 腸内環境の悪化を放置し
ないほうがいい理由を解説［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

49 6月9日 化学工業日報 3面 第20回GSC賞が決定
東京農工大学の兼橋真二准教授が「未利用廃棄バイオマスを
原料とする環境調和型機能材料の創出」で奨励賞を受賞した
ことが紹介される。

工学研究院 兼橋真二 准教授

50 6月9日 ゴム報知新聞 WEB
関東支部が6月23日に見学会を開催
日本ゴム協会、全国の大学研究室を知る貴重な体験

東京農工大学の斎藤拓教授が日本ゴム協会の会長としてコメ
ントした内容と東京農工大学の斎藤研究室が見学会に参加す
ることが紹介される。

工学研究院 斎藤拓 教授

51 6月10日 Livedoorニュース WEB
「断食で腸が休まる」はウソ！ 食べないダイエットで腸
内環境はリセットできない［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

52 6月10日 Fashion Box WEB
「断食で腸が休まる」はウソ！ 食べないダイエットで腸
内環境はリセットできない［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

53 6月10日 ニコニコニュース WEB
【有機米デザイン】井関農機と業務提携田んぼの自動
抑草ロボットの実用化を加速

東京農工大学が研究開発に参加している有機米デザイン株
式会社が、井関農機株式会社と稲作用「自動抑草ロボット」の
開発および販売等に関する業務提携を締結したことが紹介さ
れる。

54 6月11日 朝日新聞 WEB 「リケジョ」はなくなるのか　女性研究者と記者が考えた
5月30日に開催されたオンライン記者サロンにゲスト出演した
東京農工大学の黒岩恵助教が紹介される。

工学研究院 黒岩恵 助教

55 6月11日 日経バイオテク WEB
東京農工大など、ルミノール反応を300倍以上に増強す
るDNAアプタマーを開発

東京農工大学の池袋一典教授らの研究チームが、ミオグロビ
ン蛋白質のルミノールに対する酸化反応の活性を300倍以上
に増強するDNAアプタマーを開発したと発表したことが紹介さ
れる。

工学研究院 池袋一典 教授

56 6月11日 日刊工業新聞 WEB
井関農機・有機米デザイン、稲作用抑草ロボ開発　普
及発展で提携

東京農工大学発ベンチャーの有機米デザインと井関農機が、
有機農業の普及発展に向け、稲作用自動抑草ロボットの開
発・販売で業務提携したことが紹介される。

57 6月11日 Livedoorニュース WEB
「宿便」は存在しない！ 腸内洗浄には感染症の危険性
も［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

58 6月11日 Fashion Box WEB
「宿便」は存在しない！ 腸内洗浄には感染症の危険性
も［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

59 6月12日 ITmedia WEB
農工大、「フォートナイト」内でオープンキャンパスを実施
ゲーム内に大学の校舎を再現

東京農工大学が、オンラインゲーム「フォートナイト」（Epic
Games）内に大学の校舎を再現し、ゲーム上でオープンキャン
パスを行うと発表したことが紹介される。。

工学部

60 6月12日 Livedoorニュース WEB
肉の食べすぎは腸にNG!? 肉と野菜を食べるときの理想
的な比率や調理法をご紹介！ ［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

61 6月12日 Fashion Box WEB
肉の食べすぎは腸にNG!? 肉と野菜を食べるときの理想
的な比率や調理法をご紹介！ ［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

62 6月12日 gooニュース WEB
農工大、「フォートナイト」内でオープンキャンパスを実施
ゲーム内に大学の校舎を再現

東京農工大学が、オンラインゲーム「フォートナイト」（Epic
Games）内に大学の校舎を再現し、ゲーム上でオープンキャン
パスを行うと発表したことが紹介される。。

工学部

63 6月12日 yahooニュース WEB
農工大、「フォートナイト」内でオープンキャンパスを実施
ゲーム内に大学の校舎を再現

東京農工大学が、オンラインゲーム「フォートナイト」（Epic
Games）内に大学の校舎を再現し、ゲーム上でオープンキャン
パスを行うと発表したことが紹介される。。

工学部

64 6月13日 ニュースイッチ WEB
「有機農業」普及拡大へ。井関農機がロボット活用で一
手

東京農工大学発ベンチャーの有機米デザインと井関農機が、
有機農業の普及発展に向け、稲作用自動抑草ロボットの開
発・販売で業務提携したことが紹介される。

65 6月13日 Livedoorニュース WEB
ヨーグルトは大パック半分を毎日食べるべし！ 腸を元
気にする効果的な摂り方［細菌学者 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

66 6月13日 Fashion Box WEB
ヨーグルトは大パック半分を毎日食べるべし！ 腸を元
気にする効果的な摂り方［細菌学者 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

67 6月14日 Livedoorニュース WEB
東大・京大も志願者減で止まらぬ「国公立離れ」　その
最大の要因は何か

「国公立離れ」に関する記事の中で、東京圏の国立大に占め
る合格者の1都3県の割合が、東京農工大学は65.9％→71.0％
と上がったことが紹介される。

68 6月14日 NEWSポストセブン WEB
東大・京大も志願者減で止まらぬ「国公立離れ」　その
最大の要因は何か

「国公立離れ」に関する記事の中で、東京圏の国立大に占め
る合格者の1都3県の割合が、東京農工大学は65.9％→71.0％
と上がったことが紹介される。

69 6月14日
MdN DESIGN
INTERACTIVE

WEB
東京農工大学、フォートナイトに大学構内を再現し「キャ
ンパスツアー」を実施

国立大学法人東京農工大学工学部は、人気オンラインゲーム
「フォートナイト」内に小金井キャンパスを再現したと発表したこ
とが紹介される。

工学部

70 6月14日 zakzak WEB
東大・京大も志願者減で止まらぬ「国公立離れ」　その
最大の要因は何か

「国公立離れ」に関する記事の中で、東京圏の国立大に占め
る合格者の1都3県の割合が、東京農工大学は65.9％→71.0％
と上がったことが紹介される。

71 6月14日 BLOGOS WEB
東大・京大も志願者減で止まらぬ「国公立離れ」　その
最大の要因は何か

「国公立離れ」に関する記事の中で、東京圏の国立大に占め
る合格者の1都3県の割合が、東京農工大学は65.9％→71.0％
と上がったことが紹介される。
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72 6月14日 Livedoorニュース WEB
東京農工大学、フォートナイトに大学構内を再現し「キャ
ンパスツアー」を実施

国立大学法人東京農工大学工学部は、人気オンラインゲーム
「フォートナイト」内に小金井キャンパスを再現したと発表したこ
とが紹介される。

工学部

73 6月14日 Livedoorニュース WEB
便秘と冷えを同時に退治！ 「腸もみ半身浴」を専門家
が解説

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

74 6月14日 Fashion Box WEB
便秘と冷えを同時に退治！ 「腸もみ半身浴」を専門家
が解説

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

75 6月14日 yahooニュース WEB
東大・京大も志願者減で止まらぬ「国公立離れ」　その
最大の要因は何か

「国公立離れ」に関する記事の中で、東京圏の国立大に占め
る合格者の1都3県の割合が、東京農工大学は65.9％→71.0％
と上がったことが紹介される。

76 6月14日 yahooニュース WEB
絶滅危機の海鳥にさらなる追い打ち！海洋プラスチック
汚染が怖い理由

絶滅危機の海鳥へのマイクロプラスチックの影響について書
かれた記事の中で東京農工大学の研究チームの研究成果が
紹介される。

農学研究院

77 6月14日 ブルーバックス WEB
絶滅危機の海鳥にさらなる追い打ち！海洋プラスチック
汚染が怖い理由

絶滅危機の海鳥へのマイクロプラスチックの影響について書
かれた記事の中で東京農工大学の研究チームの研究成果が
紹介される。

農学研究院

78 6月15日 日本農民新聞 3面
「みどりの食料ｼｽﾃﾑ戦略」の評価と今後
温暖化抑え世界の人口増支えるためにイノベーションを
技術・政策の両面で

東京農工大学の千葉一裕学長のインタビューが掲載される。 千葉一裕 学長

79 6月15日 Livedoorニュース WEB
眠れないのは便秘のせい!? よい睡眠のためにも腸活
を！［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

80 6月15日 Fashion Box WEB
眠れないのは便秘のせい!? よい睡眠のためにも腸活
を！［専門家 監修］

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

81 6月17日 日経産業新聞 7面 コンタクト型で「究極のAR」
東京農工大学の高木康博教授らが拡張現実（AR）端末の研
究でホログラフィー技術を応用する新方式を開発したことが紹
介される。

工学研究院 高木康博 教授

82 6月17日 読売新聞 26面 コロナ知識　動画で解説
東京農工大学の水谷哲也教授が、新型コロナウィルスに関す
る情報をわかりやすく伝える動画「新型コロナ正しい知識シ
リーズ」を配信することが紹介される。

感染症未来疫学
研究センター

水谷哲也 教授

83 6月17日 Udiscovermusic.jp WEB
モーツァルト音楽療法の第一人者、理学博士 和合治久
氏 監修「美と若さ」がテーマのアルバム発売決定

東京農工大学の卒業生でモーツァルト音楽療法の第一人者と
してメディアでも活躍している理学博士の和合治久氏が、自身
が監修する人気シリーズ『癒しのモーツァルト』の第4弾となる
最新アルバム『癒しのモーツァルト～美と若さのための
4000Hz』を2021年8月11日に発売することが紹介される。

卒業生 和合治久 さん

84 6月18日 日経産業新聞 16面
Smart Times
東京農工大学教授　伊藤伸

人生100年時代の創造力 工学府 伊藤伸 教授

85 6月18日
The Washington
Post

WEB
Bear goes on rampage in Japan, storms military base,
airport

札幌市で野生のクマが出没したことについて東京農工大学の
小池伸介教授のコメントが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

86 6月18日 DAILY BEAST WEB
Brown Bear Rampages in Japan, Attacks Military
Barracks

札幌市で野生のクマが出没したことについて東京農工大学の
小池伸介教授のコメントが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

87 6月18日
The Sydney Morning
Herald

WEB
Wild bear rampages through Japanese military base,
airport

札幌市で野生のクマが出没したことについて東京農工大学の
小池伸介教授のコメントが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

88 6月18日
NEW HAMPSHIRE
UNION LEADER

WEB
Bear goes on rampage in Japan, storms military base,
airport

札幌市で野生のクマが出没したことについて東京農工大学の
小池伸介教授のコメントが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

89 6月18日 newser WEB Bear Injures 4 in Japan Rampage
札幌市で野生のクマが出没したことについて東京農工大学の
小池伸介教授のコメントが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

90 6月19日
大学ジャーナル
ONLINE

WEB
東京農工大学工学部が「フォートナイト・バーチャル・
キャンパスツアー」を開催

東京農工大学工学部が、2021年8月11日の夏のオープンキャ
ンパスで、「フォートナイト・バーチャル・キャンパスツアー」を開
催することが紹介される。

工学部

91 6月19日 The Daily Wire WEB
WATCH: Bear Injures 4 By Rampaging Through Japan
Airport, Military Base

札幌市で野生のクマが出没したことについて東京農工大学の
小池伸介教授のコメントが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

92 6月19日 INDEPENDENT WEB
Rampaging bear shot dead after four hurt in Japan
chaos

札幌市で野生のクマが出没したことについて東京農工大学の
小池伸介教授のコメントが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

93 6月19日 yahoo!news WEB
Rampaging bear shot dead after four hurt in Japan
chaos

札幌市で野生のクマが出没したことについて東京農工大学の
小池伸介教授のコメントが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

94 6月20日 朝日新聞 9面 （フォーラム）「リケジョ」なくなるか
5月30日に開催されたオンライン記者サロンにゲスト出演した
東京農工大学の黒岩恵助教が紹介される。

工学研究院 黒岩恵 助教

95 6月20日 朝日新聞 WEB 「リケジョ」なくなるか
5月30日に開催されたオンライン記者サロンにゲスト出演した
東京農工大学の黒岩恵助教が紹介される。

工学研究院 黒岩恵 助教

96 6月20日 yahooニュース WEB
６月２０日の関連記事スクラップ／リケジョはなくなるか
／コロナ禍で大学全入時代に？

東京農工大学の黒岩恵助教が紹介された朝日新聞の記事が
紹介される。

工学研究院 黒岩恵 助教

97 6月21日 日本経済新聞 WEB 東京農工大、コンタクト型で「究極のAR」
東京農工大学の高木康博教授らが拡張現実（AR）端末の研
究でホログラフィー技術を応用する新方式を開発したことが紹
介される。

工学研究院 高木康博 教授

98 6月21日 ゴム報知新聞 WEB
【インタビュー】日本ゴム協会 斎藤拓会長（東京農工大
学教授）

日本ゴム協会の会長を務める東京農工大学の斎藤拓教授の
インタビューが掲載される。

工学研究院 斎藤拓 教授

99 6月21日 日本経済新聞 WEB
Smart Times
東京農工大学教授　伊藤伸

人生100年時代の創造力 工学府 伊藤伸 教授

100 6月22日 yahooニュース WEB
マヨネーズの容器も！ 深海魚の「胃の中」が示す日本
近海の汚染レベル

東京農工大学の髙田秀重教授が提供したマイクロプラスチッ
クの写真が掲載される。

農学研究院 高田秀重 教授

101 6月22日 ブルーバックス WEB
マヨネーズの容器も！ 深海魚の「胃の中」が示す日本
近海の汚染レベル

東京農工大学の髙田秀重教授が提供したマイクロプラスチッ
クの写真が掲載される。

農学研究院 高田秀重 教授

102 6月22日 KRY山口放送 TV 熱血テレビ

東京農工大学の高田秀重教授が講師として参加した山口県
の小学生と中学生対象のプラスチック問題のオンライン学習
会「プラスチックモンスターをやっつけよう！」の様子が紹介さ
れる。

農学研究院 高田秀重 教授

103 6月23日 日本経済新聞 31面
UPDATE知の現場
ロボ使い稲作の負担軽く

東京農工大学広域都市圏フィールドサイエンス教育研究セン
ターが取り組む稲作の研究が紹介される。

農学研究院

広域都市圏フィー
ルドサイエンス教
育研究センター

大川泰一郎

松田和秀

教授

教授

104 6月23日 化学工業日報 3面
第20回GSC賞奨励賞
天然フェノール性化合物に着目

東京農工大学の兼橋真二准教授が奨励賞を受賞した研究
「未利用廃棄バイオマスを原料とする環境調和型機能材料の
創出」が紹介される。

工学研究院 兼橋真二 准教授

105 6月23日 日本経済新聞 WEB
東京農工大フィールドサイエンスセンター
ロボ使い稲作の負担軽く

東京農工大学広域都市圏フィールドサイエンス教育研究セン
ターが取り組む稲作の研究が紹介される。

農学研究院

広域都市圏フィー
ルドサイエンス教
育研究センター

大川泰一郎

松田和秀

教授

教授

106 6月23日 yahooニュース WEB
６月２３日の関連記事スクラップ／旭川医大学長・解任
へ／国語入試は時事テーマ・多様性がカギ／ＯＣ再開
へ

東京農工大学の広域都市圏フィールドサイエンス教育研究が
紹介された日本経済新聞の記事が紹介される。

農学研究院

広域都市圏フィー
ルドサイエンス教
育研究センター

大川泰一郎

松田和秀

教授

教授
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107 6月23日 MORNINGSTAR WEB
ケミコンが急騰し年初来高値、旭カーボンとリチウムイ
オン電池用導電助剤の開発・製造で協業

日本ケミコンが東京農工大学とその学内ベンチャー企業の
ケー・アンド・ダブルと共同で行った研究の技術を応用して新し
い導電性カーボンを開発したことが紹介される。

108 6月23日 エドテックジン WEB
首都圏274大学における新型コロナワクチン接種スケ
ジュールの調査結果が無料公開

新型コロナワクチンの「大学拠点接種」実施状況に関する調査
で、東京農工大学が「申請済み・調整中・開始日未定の大学」
だと掲載される。

109 6月23日 yahooファイナンス WEB
ケミコンが急騰し年初来高値、旭カーボンとリチウムイ
オン電池用導電助剤の開発・製造で協業

日本ケミコンが東京農工大学とその学内ベンチャー企業の
ケー・アンド・ダブルと共同で行った研究の技術を応用して新し
い導電性カーボンを開発したことが紹介される。

110 6月23日 sippo WEB
梅雨時に増える犬の外耳炎　夏に悪化して手術に至る
ことも！その前に気づいて【獣医師コラム】

東京農工大学卒業生で獣医師の石村拓也のコラムが掲載さ
れる。

卒業生 石村拓也 さん

111 6月24日 ABEMA NEWS
ABEMAヒルズWEB
ホログラフィックコンタクトレンズディスプレイに関するイ
ンタビュー

東京農工大学の高木康博教授が出演し、ホログラフィックコン
タクトレンズディスプレイについてインタビューを受ける。

工学研究院 高木康博 教授

112 6月24日 日経クロステック WEB
マクセル採用の全固体電池材料、寿命3倍に　日本ケミ
コン開発

日本ケミコンが東京農工大学とその学内ベンチャー企業の
ケー・アンド・ダブルと共同で行った研究の技術を応用して新し
い導電性カーボンを開発したことが紹介される。

113 6月24日 yahooニュース WEB
［腸活］ヨーグルトなら大パック半分を毎日、肉のお供は
3倍量の野菜……腸内環境を整える食生活｜“便の権
威”監修

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

114 6月25日 朝日新聞 WEB
プラスチックモンスター増えているんだ　山口県がパン
フ

東京農工大学の高田秀重教授が講師として参加した山口県
の小学生と中学生対象のプラスチック問題のオンライン学習
会「プラスチックモンスターをやっつけよう！」の様子が紹介さ
れる。

農学研究院 高田秀重 教授

115 6月25日 yahooニュース WEB
ＥＶ時代に必須の半導体で日本が復活できると確信し
始めた株式市場が推す２社

東京農工大学、ムラタ製作所、情報通信研究機構（NICT）を中
心メンバーとする研究チームが酸化ガリウムの開発で世界を
リードしていると紹介される。

116 6月25日 エコノミストONLINE WEB
ＥＶ時代に必須の半導体で日本が復活できると確信し
始めた株式市場が推す２社

東京農工大学、ムラタ製作所、情報通信研究機構（NICT）を中
心メンバーとする研究チームが酸化ガリウムの開発で世界を
リードしていると紹介される。

117 6月25日 イット！ TV
「はてな」コーナー
なぜ野生動物の目撃情報が相次いでいるのか？

東京農工大学の小池伸介教授が、野生動物の目撃情報が相
次ぐなかで、なぜ相次いでいるのか、どう警戒すればいいのか
について解説する。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

118 6月26日 yahooニュース WEB ツキノワグマ、食欲より性欲?　知られざる実態を初撮影
東京農工大学の小池伸介教授のツキノワグマの研究が掲載
され、コメントが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

119 6月26日 朝日新聞 WEB ツキノワグマ、食欲より性欲?　知られざる実態を初撮影
東京農工大学の小池伸介教授のツキノワグマの研究が掲載
され、コメントが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

120 6月27日 yahooニュース WEB
「必要な情報はコンタクトが教えてくれる」未来にスマホ
は要らない？ AR技術で拡張する“人間の身体”

東京農工大学の高木康博教授が研究しているホログラフィック
コンタクトレンズディスプレイについて紹介される。

工学研究院 高木康博 教授

121 6月27日 auWEBポータル WEB
「彼女がNOと言った商品は出さない」湖池屋社長が信
頼するヒットメーカーの思考術

東京農工大学の卒業生の野間和香奈さんが紹介される。 卒業生 野間和香奈 さん

122 6月27日 NEWSポストセブン WEB
「彼女がNOと言った商品は出さない」湖池屋社長が信
頼するヒットメーカーの思考術

東京農工大学の卒業生の野間和香奈さんが紹介される。 卒業生 野間和香奈 さん

123 6月27日 BLOGOS WEB
「彼女がNOと言った商品は出さない」湖池屋社長が信
頼するヒットメーカーの思考術

東京農工大学の卒業生の野間和香奈さんが紹介される。 卒業生 野間和香奈 さん

124 6月27日 infoseekニュース WEB
「彼女がNOと言った商品は出さない」湖池屋社長が信
頼するヒットメーカーの思考術

東京農工大学の卒業生の野間和香奈さんが紹介される。 卒業生 野間和香奈 さん

125 6月27日 ニコニコニュース WEB
「必要な情報はコンタクトが教えてくれる」未来にスマホ
は要らない？ AR技術で拡張する“人間の身体”

東京農工大学の高木康博教授が研究しているホログラフィック
コンタクトレンズディスプレイについて紹介される。

工学研究院 高木康博 教授

126 6月27日 朝日中高生新聞 2面
人への恐怖心どこへ・・・
クマも人里にたびたび出没

人里に出没するクマの問題について東京農工大学の小池伸
介教授のお話しが掲載される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

127 6月28日 産経新聞 WEB
レジ袋有料化１年
7割超が受け取り辞退

レジ袋有料化1年にあたり、今後のプラごみ削減について、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

128 6月28日 yahooニュース WEB レジ袋有料化１年　７割超が受け取り辞退
レジ袋有料化1年にあたり、今後のプラごみ削減について、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

129 6月28日 greenpeace unearthedWEB
The oil and chemical industry is lobbying against
landmark global regulation of microplastic chemicals

東京農工大学の高田秀重教授の国連ストックホルム会議での
発言が紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

130 6月29日 産経新聞 2面
プラごみ削減は限定的
レジ袋有料化１年「辞退」７割

レジ袋有料化1年にあたり、今後のプラごみ削減について、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

131 6月29日 日刊工業新聞 8面 工作機械技術表彰21件決まる
東京農工大学の永松秀朗特別研究員と笹原弘之教授が「第
42次工作機械技術振興賞」の奨励賞を受賞したことが紹介さ
れる。

工学研究院
永松秀朗
笹原弘之

特別研究員
教授

132 6月29日 研究応援 雑誌 光触媒を用いてヒトのQOL向上をもたらす
東京農工大学の中田一弥准教授が光触媒技術を用いた消
臭・殺菌の研究成果を、宇宙の長期滞在時のQOL向上に活か
そうとしていることが紹介される。

農学研究院 中田一弥 准教授

133 6月29日 朝日新聞 10面 ツキノワグマ　発情期は食細く
東京農工大学の小池伸介教授のツキノワグマの研究が掲載
され、コメントが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

134 6月29日 マイナビニュース WEB
東工大など、SOFCの電極の反応場と三次元微細構造
を同時に観察する技術を開発

東京農工大学（当時）の志村敬彬特任助教が東工大、東大と
共同で「固体酸化物形燃料電池」(SOFC)の電極における反応
場と三次元微細構造を同時に観察する技術を開発したと発表
したことが紹介される。

工学研究院（当
時）

志村敬彬
特任助教（当
時）

135 6月29日 毎日新聞 WEB 地方の受験生は首都圏の国公立大を敬遠した！？
東京農工大学が、今春の受験で地元占有率が上がった大学
として紹介される。

136 6月29日 gooニュース WEB
東工大など、SOFCの電極の反応場と三次元微細構造
を同時に観察する技術を開発

東京農工大学（当時）の志村敬彬特任助教が東工大、東大と
共同で「固体酸化物形燃料電池」(SOFC)の電極における反応
場と三次元微細構造を同時に観察する技術を開発したと発表
したことが紹介される。

工学研究院（当
時）

志村敬彬
特任助教（当
時）

137 6月29日 yahooニュース WEB
梅雨時に増える犬の外耳炎　夏に悪化して手術に至る
ことも！その前に気づいて【獣医師コラム】

東京農工大学卒業生で獣医師の石村拓也のコラムが掲載さ
れる。

卒業生 石村拓也 さん

138 6月29日 朝日新聞 WEB
ツキノワグマ、発情期は食細く　繁殖行動、撮影成功
東京農工大・東京農業大など

東京農工大学の小池伸介教授のツキノワグマの研究が掲載
され、コメントが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

139 6月29日 mapionニュース WEB
東工大など、SOFCの電極の反応場と三次元微細構造
を同時に観察する技術を開発

東京農工大学（当時）の志村敬彬特任助教が東工大、東大と
共同で「固体酸化物形燃料電池」(SOFC)の電極における反応
場と三次元微細構造を同時に観察する技術を開発したと発表
したことが紹介される。

工学研究院（当
時）

志村敬彬
特任助教（当
時）
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140 6月29日 ニコニコニュース WEB
東工大など、SOFCの電極の反応場と三次元微細構造
を同時に観察する技術を開発

東京農工大学（当時）の志村敬彬特任助教が東工大、東大と
共同で「固体酸化物形燃料電池」(SOFC)の電極における反応
場と三次元微細構造を同時に観察する技術を開発したと発表
したことが紹介される。

工学研究院（当
時）

志村敬彬
特任助教（当
時）

141 6月29日 The Asahi Shimbun WEB
Study: Asian black bears rank sex above food in mating
season

東京農工大学の小池伸介教授のツキノワグマの研究が掲載
され、コメントが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

142 6月30日 WEZZY WEB
レジ袋削減の目的はCO2排出量削減だけではない！
日本メディアのミスリードを糾す

東京農工大学の高田秀重教授のマイクロプラスチック汚染の
研究成果が紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

143 6月30日 gooニュース WEB
知の巨人・立花隆が小学生に感心「思考を止めたら人
間は終わる」

立花隆氏の追悼記事に東京農工大学の岩田陽子准教授のコ
メントが掲載される。

グローバル教育
院

岩田陽子 准教授

144 6月30日 yahooニュース WEB
知の巨人・立花隆が小学生に感心「思考を止めたら人
間は終わる」

立花隆氏の追悼記事に東京農工大学の岩田陽子准教授のコ
メントが掲載される。

グローバル教育
院

岩田陽子 准教授

145 6月30日 AERA.dot WEB
知の巨人・立花隆が小学生に感心「思考を止めたら人
間は終わる」

立花隆氏の追悼記事に東京農工大学の岩田陽子准教授のコ
メントが掲載される。

グローバル教育
院

岩田陽子 准教授

146 6月30日 yahooニュース WEB
２万人のウンチ研究で分かった「マスク手洗いだけじゃ
ない感染対策」

東京農工大学卒業生の辨野義己氏が監修した記事が紹介さ
れる。

卒業生 辨野義己 さん

147 6月30日 exciteニュース WEB
剛力彩芽と学ぶSDGs　絶滅危惧種を絶滅の危機から
救うための取り組み

「SDGs（エスディージーズ）」を学ぶニッポン放送の特別番組
『SDGs MAGAZINE』に東京農工大学卒業生の成島悦男さん
が出演する。

卒業生 成島悦男 さん

148 6月30日 オートメーション新聞 WEB
日本とタイ、保安のデジタル化で連携 日タイスマート保
安コンソーシアム設立

東京農工大学の山下善之教授が、「日タイスマート保安コン
ソーシアム」の副会長を務めることが紹介される。

工学研究院 山下善之 教授
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