
2021年度　新聞記事等一覧　(2月分）
№ 掲載年月日 記事（番組）表題 記事（番組）概要

1 1月1日 子供の科学 雑誌
海鳥が危ない！プラスチックから溶け出た成分を検
出

東京農工大や北海道大等の国際チームの調査で、世界各地
の海鳥の52％からプラスチックに添加剤として加えられる化
学物質が検出されたことが紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

2 1月1日 月刊クーヨン 雑誌 子どもにおしえたいすごい大人
東京農工大学の高田秀重教授が、プラスチック問題に関す
る研究を通して、社会をより良くすることを本気で実践するす
ごい大人として紹介される。

農学研究院 高田秀重 教授

3 1月1日 ニュースイッチ WEB トップダウンで産学連携
東京農工大学がイノベーション創出に向けて、執行部トップ
ダウンの産学連携を進め、中小規模大学の社会実装と外部
資金獲得の手法として注目されそうだと紹介される。

4 1月1日 gooニュース WEB トップダウンで産学連携
東京農工大学がイノベーション創出に向けて、執行部トップ
ダウンの産学連携を進め、中小規模大学の社会実装と外部
資金獲得の手法として注目されそうだと紹介される。

5 1月1日 dmenuニュース WEB トップダウンで産学連携
東京農工大学がイノベーション創出に向けて、執行部トップ
ダウンの産学連携を進め、中小規模大学の社会実装と外部
資金獲得の手法として注目されそうだと紹介される。

6 1月3日 朝日新聞 2面 人は動物に近づきすぎたのか
人間と野生動物の関係性について、東京農工大学の梶光一
名誉教授のコメントが紹介される。

梶光一 名誉教授

7 1月3日
Livedoorニュー
ス

WEB
「車のエンジンルームから柿が出てきた…」 全国で
相次ぐ“怪事件”、驚きの“犯人”が柿を入れたワケ

車のエンジンルームに柿が置かれる現象について、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

8 1月3日 現代ビジネス WEB
「車のエンジンルームから柿が出てきた…」 全国で
相次ぐ“怪事件”、驚きの“犯人”が柿を入れたワケ

車のエンジンルームに柿が置かれる現象について、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

9 1月3日 yahooニュース WEB
「車のエンジンルームから柿が出てきた…」 全国で
相次ぐ“怪事件”、驚きの“犯人”が柿を入れたワケ

車のエンジンルームに柿が置かれる現象について、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

10 1月6日 毎日新聞 6面 元留学生焦燥の待機
東京農工大学の船田良教授、大川泰一郎教授が、元留学生
のアフガン人の早期退避要請の署名運動をしたことが紹介さ
れる。

農学研究院
船田良

大川泰一郎
教授
教授

11 1月7日
NHK NEWS
WEB

WEB
知床でヒグマ接触事故防止へ 来年度から悪質行為
の指導強化

世界遺産の知床半島でヒグマとの事故を減らそうと、知床世
界自然遺産地域科学委員会の会議で管理計画の見直しが
検討され、会議の座長である東京農工大学の宇野裕之特任
教授のコメントが紹介される。

農学研究院 宇野裕之 特任教授

12 1月10日 日刊工業新聞 1面
リケジョneo
名を知られる存在に

東京農工大学大学院を修了し、現在島津製作所で勤務され
ている細井千尋さんが紹介される。

卒業生 細井千尋 さん

13 1月10日 日刊工業新聞 4面
リケジョneo
「困り事」装置開発に還元

東京農工大学大学院を修了し、現在島津製作所で勤務され
ている細井千尋さんが紹介される。

卒業生 細井千尋 さん

14 1月10日 日刊工業新聞 WEB リケジョｎｅｏ（170）島津製作所・細井千尋さん
東京農工大学大学院を修了し、現在島津製作所で勤務され
ている細井千尋さんが紹介される。

卒業生 細井千尋 さん

15 1月10日 日刊工業新聞 WEB
リケジョｎｅｏ（170）島津製作所・細井千尋（ほそい・
ちひろ）さん

東京農工大学大学院を修了し、現在島津製作所で勤務され
ている細井千尋さんが紹介される。

卒業生 細井千尋 さん

16 1月11日 日刊工業新聞 23面
【レーザー】
イノベ人材生む

東京農工大学の千葉一裕学長のお話しが紹介される。 千葉一裕 学長

17 1月11日 朝日新聞 WEB 県内各地で成人式　神戸市では7600人参加
神戸市で開催された「成人お祝いの会」の記事で、会に参加
していた東京農工大学1年の村上遥さんのコメントが紹介さ
れる。

在校生 村上遥 さん

18 1月11日
マイナビニュー
ス

WEB
油滴を多量に含んだ水の流れの速度をシンプルに
導く手法を農工大が考案

東京農工大学の稲澤晋准教授らの研究チームが、油滴を多
量に含んだ水(エマルション)の流れの速度は油滴がない場
合に比べて1/10以下になること、水の体積と水-油の接触面
積など、いくつかの指標を用いることで流れの速度を表せる
ことを明らかにしたと発表したことが紹介される。

工学研究院
生物システム応用
科学府

稲澤晋
田島千智

准教授
修了生

19 1月11日 gooニュース WEB
油滴を多量に含んだ水の流れの速度をシンプルに
導く手法を農工大が考案

東京農工大学の稲澤晋准教授らの研究チームが、油滴を多
量に含んだ水(エマルション)の流れの速度は油滴がない場
合に比べて1/10以下になること、水の体積と水-油の接触面
積など、いくつかの指標を用いることで流れの速度を表せる
ことを明らかにしたと発表したことが紹介される。

工学研究院
生物システム応用
科学府

稲澤晋
田島千智

准教授
修了生

20 1月11日
ニコニコニュー
ス

WEB
油滴を多量に含んだ水の流れの速度をシンプルに
導く手法を農工大が考案

東京農工大学の稲澤晋准教授らの研究チームが、油滴を多
量に含んだ水(エマルション)の流れの速度は油滴がない場
合に比べて1/10以下になること、水の体積と水-油の接触面
積など、いくつかの指標を用いることで流れの速度を表せる
ことを明らかにしたと発表したことが紹介される。

工学研究院
生物システム応用
科学府

稲澤晋
田島千智

准教授
修了生

21 1月12日 日本経済新聞 WEB バイオ燃料生産向け林業を研究　東京農工大など

東京農工大学の吉田誠教授らが、金融・コンサルティング企
業のジャパンインベストメントアドバイザーと連携し、バイオ燃
料などに使う木材を従来より早く生産できる林業の実現を目
指し、実証研究を始めたことが紹介される。

農学研究院 吉田誠 教授

22 1月12日 日経産業新聞 10面 バイオ燃料生産向け林業研究

東京農工大学の吉田誠教授らが、金融・コンサルティング企
業のジャパンインベストメントアドバイザーと連携し、バイオ燃
料などに使う木材を従来より早く生産できる林業の実現を目
指し、実証研究を始めたことが紹介される。

農学研究院 吉田誠 教授

23 1月12日 日本経済新聞 WEB ドラレコ、つながる車の「目」データ共有で事故予測
ドライブレコーダーの設置需要が一巡し、データ活用に転換
するにあたり、データの利活用について東京農工大学の毛
利宏教授のコメントが紹介される。

工学研究院スマー
トモビリティ研究拠
点

毛利宏 教授

24 1月12日 静岡新聞 32面 停止線前　必ず安全確認を
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

25 1月12日
静岡県警ホーム
ページ

WEB 一時停止は安全が確認できるまで何度でも
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

26 1月13日 日本経済新聞 14面 つながる車、ドラレコが「目」
ドライブレコーダーの設置需要が一巡し、データ活用に転換
するにあたり、データの利活用について東京農工大学の毛
利宏教授のコメントが紹介される。

工学研究院スマー
トモビリティ研究拠
点

毛利宏 教授

媒体名 記事（番組）関係者等
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27 1月13日 BIGLOBE WEB
東京農工大学大学院農学研究院准教授｜井上真
紀さんが選ぶ、「農度」を高める本5冊

東京農工大学の井上真紀准教授が、農業と昆虫に関する本
を紹介する。

農学研究院 井上真紀 准教授

28 1月13日 BIGLOBE WEB
東京農工大学大学院農学研究院准教授｜井上真
紀さんの選書 3〜5

東京農工大学の井上真紀准教授が、農業と昆虫に関する本
を紹介する。

農学研究院 井上真紀 准教授

29 1月13日 ソトコト WEB
東京農工大学大学院農学研究院准教授｜井上真
紀さんが選ぶ、「農度」を高める本5冊

東京農工大学の井上真紀准教授が、農業と昆虫に関する本
を紹介する。

農学研究院 井上真紀 准教授

30 1月13日 BIGLOBE WEB
東京農工大学大学院農学研究院准教授｜井上真
紀さんの選書 1〜2

東京農工大学の井上真紀准教授が、農業と昆虫に関する本
を紹介する。

農学研究院 井上真紀 准教授

31 1月13日 Medical Express WEB
Jigsaw-shaped peptide solves tissue regeneration
puzzle

東京農工大学の村岡貴博教授らの研究グループが、体内投
与した箇所でタンパク質を効果的に徐放するゲル、ジグソー
型ペプチド「JigSAP」を開発したことが紹介される。

工学研究院 村岡貴博 教授

32 1月14日 朝日新聞 WEB
（ひと）稲垣亜希乃さん　日光に住み着いた博士課
程在籍のハンター

東京農工大の大学院博士課程に在籍している稲垣亜希乃さ
んが紹介される。

大学院博士課程 稲垣亜希乃 さん

33 1月14日 日刊工業新聞 21面 エマルション流速予測
東京農工大学の稲澤晋准教授らが、エマルション（乳濁液）
について、油滴量などが流速に与える影響を解明したことが
紹介される。

工学研究院 稲澤晋 准教授

34 1月14日 yahooニュース WEB
オミクロン株は“コロナ終息のサイン”か　弱毒化の
兆候も

オミクロン株について、東京農工大学の水谷哲也教授のコメ
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

35 1月14日 デイリー新潮 WEB
オミクロン株は“コロナ終息のサイン”か　弱毒化の
兆候も

オミクロン株について、東京農工大学の水谷哲也教授のコメ
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

36 1月14日
Livedoorニュー
ス

WEB
オミクロン株は“コロナ終息のサイン”か　弱毒化の
兆候も

オミクロン株について、東京農工大学の水谷哲也教授のコメ
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 1月14日 gooニュース WEB
オミクロン株は“コロナ終息のサイン”か　弱毒化の
兆候も

オミクロン株について、東京農工大学の水谷哲也教授のコメ
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

38 1月14日 朝日新聞 2面
ひと　日光に住み着いた博士課程在籍のハンター
稲垣　亜希乃　さん

東京農工大の大学院博士課程に在籍している稲垣亜希乃さ
んが紹介される。

大学院博士課程 稲垣亜希乃 さん

39 1月15日 niftyニュース WEB
重症化率、経口薬の確保数、病床の余裕は？　オミ
クロン株の疑問を専門家が徹底解説

オミクロン株について、東京農工大学の水谷哲也教授のコメ
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 1月15日 デイリー新潮 WEB
重症化率、経口薬の確保数、病床の余裕は？　オミ
クロン株の疑問を専門家が徹底解説

オミクロン株について、東京農工大学の水谷哲也教授のコメ
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 1月15日 日本経済新聞 WEB 軽井沢バス事故6年、遺族と事業者ら現場で「集い」
東京農工大1年だった息子の陸人さん＝当時（19）＝を亡くし
た大谷慶彦さんのコメントが紹介される。

42 1月15日
Livedoorニュー
ス

WEB
重症化率、経口薬の確保数、病床の余裕は？　オミ
クロン株の疑問を専門家が徹底解説

オミクロン株について、東京農工大学の水谷哲也教授のコメ
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 1月15日 gooニュース WEB
重症化率、経口薬の確保数、病床の余裕は？　オミ
クロン株の疑問を専門家が徹底解説

オミクロン株について、東京農工大学の水谷哲也教授のコメ
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 1月15日 日刊スポーツ WEB
軽井沢スキーバス転落事故から６年　再発防止へ
立場超え力合わせる誓い

東京農工大1年だった息子の陸人さん＝当時（19）＝を亡くし
た大谷慶彦さんのコメントが紹介される。

45 1月15日 西日本新聞 WEB 『理系的』増田みず子著　心地よいやわらかな知
東京農工大学の卒業生で、現在小説家として活躍する増田
みず子さんの小説が紹介される。

卒業生 増田みず子 さん

46 1月15日 医療経済WEB WEB VEGFを脳内で徐放するゲル
東京農工大学の村岡貴博教授らの研究グループが、体内投
与した箇所でタンパク質を効果的に徐放するゲル、ジグソー
型ペプチド「JigSAP」を開発したことが紹介される。

工学研究院 村岡貴博 教授

47 1月16日 上毛新聞 WEB
軽井沢バス事故６年　教訓、伝え続ける　遺族や事
業者が安全誓う

東京農工大1年だった息子の陸人さん＝当時（19）＝を亡くし
た大谷慶彦さんのコメントが紹介される。

48 1月16日 47ニュース WEB
軽井沢バス事故６年　教訓、伝え続ける　遺族や事
業者が安全誓う

東京農工大1年だった息子の陸人さん＝当時（19）＝を亡くし
た大谷慶彦さんのコメントが紹介される。

49 1月16日 東京新聞 WEB
東京湾の海底にプラごみの山　1964年東京五輪頃
から堆積　魚介類や人への影響懸念

東京農工大学の高田秀重教授の調査で、東京湾の海底に、
1964年頃のプラスチックごみが細かく砕けた「マイクロプラス
チック」が堆積し続けていることが分かった。

農学研究院 高田秀重 教授

50 1月16日 東京新聞 1面
東京湾の海底にプラごみの山　1964年東京五輪頃
から堆積　魚介類や人への影響懸念

東京農工大学の高田秀重教授の調査で、東京湾の海底に、
1964年頃のプラスチックごみが細かく砕けた「マイクロプラス
チック」が堆積し続けていることが分かった。

農学研究院 高田秀重 教授

51 1月16日 gooニュース WEB
軽井沢バス事故６年　教訓、伝え続ける　遺族や事
業者が安全誓う

東京農工大1年だった息子の陸人さん＝当時（19）＝を亡くし
た大谷慶彦さんのコメントが紹介される。

52 1月16日 中日新聞 WEB
バスの安全、祈り一つに　軽井沢の事故から６年、
遺族と業者

東京農工大1年だった息子の陸人さん＝当時（19）＝を亡くし
た大谷慶彦さんのコメントが紹介される。

53 1月16日 東京新聞 29面 バスの安全　心ひとつ
東京農工大1年だった息子の陸人さん＝当時（19）＝を亡くし
た大谷慶彦さんのコメントが紹介される。

54 1月16日 産経新聞 30面 軽井沢バス転落　再発防止誓う
東京農工大1年だった息子の陸人さん＝当時（19）＝を亡くし
た大谷慶彦さんのコメントが紹介される。

55 1月17日 朝日新聞 WEB 若夫婦の挑戦、自然負荷を抑えた農業
化学肥料、化学農薬を一切使わない農園を営む縫村啓子さ
んが東京農工大学大学院を修了していることが紹介される。

卒業生 縫村啓子 さん

56 1月19日 日本農業新聞 14面 ブルーベリー通年収穫
東京農工大学の荻原勲名誉教授が、ブルーベリーを１年を
通じて収穫できる技術を開発したことが紹介される。

荻原勲 名誉教授

57 1月19日 日本農業新聞 WEB ブルーベリー通年収穫
東京農工大学の荻原勲名誉教授が、ブルーベリーを１年を
通じて収穫できる技術を開発したことが紹介される。

荻原勲 名誉教授

58 1月19日 朝日新聞 WEB
「ハムスターから人へ感染しうる」　専門家が説く
ペット飼育の注意点

感染症未来疫学研
究センター

水谷哲也 教授

59 1月20日 秋田魁新報 WEB 時代を語る・佐々田亨三（37）遠藤氏の業績に学ぶ

４０年近く教師を務め、県教育次長、県立博物館館長、由利
本荘市教育長も歴任した佐々田亨三さん（７８）の半生を連
載した記事で、東京農工大学の遠藤章特別栄誉教授との関
りが紹介される。

遠藤章 特別栄誉教授
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60 1月21日 日刊工業新聞 21面 ハバチと天敵・寄生バチの関係解明
東京農工大学の小池伸介教授らの研究グループが、ハバチ
の大発生とハバチの天敵である寄生バチの発生にみられる
関係を明らかにしたことが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

61 1月22日 yahooニュース WEB
香港でハムスター約2000匹を殺処分に…根拠は？
専門家「今のパンデミックはヒトからヒト」

新型コロナウイルスの動物から人への感染の可能性につい
て、東京農工大学の水谷哲也教授の解説が紹介される。

感染症未来疫学研
究センター

水谷哲也 教授

62 1月22日 ABEMAヒルズ WEB
香港でハムスター約2000匹を殺処分に…根拠は？
専門家「今のパンデミックはヒトからヒト」

新型コロナウイルスの動物から人への感染の可能性につい
て、東京農工大学の水谷哲也教授の解説が紹介される。

感染症未来疫学研
究センター

水谷哲也 教授

63 1月22日 産経新聞 WEB
「ＩＴ人材養成ブートキャンプ」　プログラミング教育で
人生と日本を変える

ITエンジニアを育成する「ブートキャンプ型養成所」を運営す
るカニ・ムニダサさんが東京農工大学の卒業生だと紹介され
る。

卒業生 カニ・ムニダサ さん

64 1月22日
Livedoorニュー
ス

WEB
「ＩＴ人材養成ブートキャンプ」　プログラミング教育で
人生と日本を変える

ITエンジニアを育成する「ブートキャンプ型養成所」を運営す
るカニ・ムニダサさんが東京農工大学の卒業生だと紹介され
る。

卒業生 カニ・ムニダサ さん

65 1月22日
Livedoorニュー
ス

WEB
香港でハムスター約2000匹を殺処分に…根拠は？
専門家「今のパンデミックはヒトからヒト」

新型コロナウイルスの動物から人への感染の可能性につい
て、東京農工大学の水谷哲也教授の解説が紹介される。

感染症未来疫学研
究センター

水谷哲也 教授

66 1月22日 msnニュース WEB
「ＩＴ人材養成ブートキャンプ」　プログラミング教育で
人生と日本を変える

ITエンジニアを育成する「ブートキャンプ型養成所」を運営す
るカニ・ムニダサさんが東京農工大学の卒業生だと紹介され
る。

卒業生 カニ・ムニダサ さん

67 1月22日
ニコニコニュー
ス

WEB
香港でハムスター約2000匹を殺処分に…根拠は？
専門家「今のパンデミックはヒトからヒト」

新型コロナウイルスの動物から人への感染の可能性につい
て、東京農工大学の水谷哲也教授の解説が紹介される。

感染症未来疫学研
究センター

水谷哲也 教授

68 1月23日 日本経済新聞 WEB
コロナ解析力に南北格差　ゲノムデータの8割は欧
米から

新型コロナウイルスの新たな変異型について東京農工大学
の水谷哲也教授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

69 1月24日 日刊工業新聞 30面
【著者登場】「プラスチックモンスターをやっつけよ
う！」問題点と対策を子ども向けに

東京農工大学の高田秀重教授が執筆した児童書「プラス
チックモンスターをやっつけよう！」についてのインタビューが
掲載される。

農学研究院 高田秀重 教授

70 1月24日 ITmedia WEB
「ＩＴ人材養成ブートキャンプ」　プログラミング教育で
人生と日本を変える

ITエンジニアを育成する「ブートキャンプ型養成所」を運営す
るカニ・ムニダサさんが東京農工大学の卒業生だと紹介され
る。

卒業生 カニ・ムニダサ さん

71 1月24日 毎日放送 TV よんチャンTV
停車中のバス周囲の危険を説明するための資料映像とし
て、ドラレコ映像4点提供。

工学研究院スマー
トモビリティ研究拠
点

毛利宏 教授

72 1月24日 yahooニュース WEB
【大学受験2022】河合塾、入試難易予想ランキング
表1月版【国公立理系】

河合塾が1月19日に公開した「入試難易予想ランキング表」
最新版に大学入学共通テストの得点率のボーダーラインが
掲載され、農学系の中期・後期・別日程で、東京農工（農-共
同獣医）が80％と紹介される。

73 1月24日 ReseMom WEB
【大学受験2022】河合塾、入試難易予想ランキング
表1月版【国公立理系】

河合塾が1月19日に公開した「入試難易予想ランキング表」
最新版に大学入学共通テストの得点率のボーダーラインが
掲載され、農学系の中期・後期・別日程で、東京農工（農-共
同獣医）が80％と紹介される。

74 1月26日 日経産業新聞 12面 植物工場でブルーベリー生産

日本ガスコムが東京農工大学と協力し、植物工場でブルー
ベリーの果実を収穫して初の出荷にこぎ着けたことが紹介さ
れ、東京農工大学の荻原勲名誉教授のコメントも掲載され
る。

荻原勲 名誉教授

75 1月26日 日経産業新聞 18面
Smart Times
東京農工大学教授　伊藤伸

中小企業のリスキリング 工学府 伊藤伸 教授

76 1月26日 yahooニュース WEB
【特集】『危険なバス停』全国に約9000か所...バスが
死角になり死亡事故も　対策は進まず大阪の改善
率は「1％」

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ドラ
イブレコーダーの映像が使用される。

工学研究院スマー
トモビリティ研究拠
点

毛利宏 教授

77 1月26日 MBSニュース WEB よんチャンTV
停車中のバス周囲の危険を説明するための資料映像とし
て、ドラレコ映像4点提供。

工学研究院スマー
トモビリティ研究拠
点

毛利宏 教授

78 1月27日 日経産業新聞 WEB
植物工場でブルーベリー生産
日本ガスコムと東京農工大

日本ガスコムが東京農工大学と協力し、植物工場でブルー
ベリーの果実を収穫して初の出荷にこぎ着けたことが紹介さ
れ、東京農工大学の荻原勲名誉教授のコメントも掲載され
る。

荻原勲 名誉教授

79 1月27日 MEGA BRASIL WEB
JICA オンライン・セミナー「日本のアルキ方　－国
内日系人、デカセギからプロフェッショナリズムへ
－」に写真家ジュニオール・マエダさんなどが出演

JICAが開催するオンラインセミナーに、日本生まれの日系ペ
ルー4世で、東京農工大学大学院を卒業後、現在、化学メー
カーの研究開発職に従事している安里・トレス・ルイス・アル
ベルトさんが出演することが紹介される。

卒業生
安里・トレス・ルイ

ス・アルベルト
さん

80 1月28日 gooニュース WEB
ハバチと天敵・寄生バチの関係、東京農工大などが
解明

東京農工大学の小池伸介教授らの研究グループが、ハバチ
の大発生とハバチの天敵である寄生バチの発生にみられる
関係を明らかにしたことが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

81 1月28日 ニュースイッチ WEB
ハバチと天敵・寄生バチの関係、東京農工大などが
解明

東京農工大学の小池伸介教授らの研究グループが、ハバチ
の大発生とハバチの天敵である寄生バチの発生にみられる
関係を明らかにしたことが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

82 1月28日 日経産業新聞 WEB
Smart Times
東京農工大学教授　伊藤伸

中小企業のリスキリング 工学府 伊藤伸 教授

83 1月28日 sippo WEB
血液１滴で犬のがんを早期発見する検査、４月に事
業化へ　獣医師が企業設立

東京農工大付属動物医療センターの専任教授を務めていた
「株式会社メディカル・アーク」代表取締役の伊藤博獣医師が
紹介される。

元教員 伊藤博 さん

84 1月28日 gooニュース WEB
血液１滴で犬のがんを早期発見する検査、４月に事
業化へ　獣医師が企業設立

東京農工大付属動物医療センターの専任教授を務めていた
「株式会社メディカル・アーク」代表取締役の伊藤博獣医師が
紹介される。

元教員 伊藤博 さん

85 1月28日 dmenuニュース WEB
ハバチと天敵・寄生バチの関係、東京農工大などが
解明

東京農工大学の小池伸介教授らの研究グループが、ハバチ
の大発生とハバチの天敵である寄生バチの発生にみられる
関係を明らかにしたことが紹介される。

グローバルイノ
ベーション研究院

小池伸介 教授

86 1月28日 NHK WEB “重症化しにくい？”オミクロン株 どう向き合う
オミクロン株の感染力、重症化の割合等について、東京農工
大学の水谷哲也教授の解説が紹介される。

感染症未来疫学研
究センター

水谷哲也 教授

87 1月29日
Livedoorニュー
ス

WEB
オミクロン別系統、国内でじわり…「感染力さらに高
い」分析も

オミクロン株の一種で別系統の「ＢＡ．２」について、東京農工
大学の水谷哲也教授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

88 1月29日 読売新聞 WEB
オミクロン別系統、国内でじわり…「感染力さらに高
い」分析も

オミクロン株の一種で別系統の「ＢＡ．２」について、東京農工
大学の水谷哲也教授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
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89 1月29日
Livedoorニュー
ス

WEB
血液１滴で犬のがんを早期発見する検査、４月に事
業化へ　獣医師が企業設立

東京農工大付属動物医療センターの専任教授を務めていた
「株式会社メディカル・アーク」代表取締役の伊藤博獣医師が
紹介される。

元教員 伊藤博 さん

90 1月29日 yahooニュース WEB
オミクロン別系統、国内でじわり…「感染力さらに高
い」分析も

オミクロン株の一種で別系統の「ＢＡ．２」について、東京農工
大学の水谷哲也教授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

91 1月30日 福島民放 WEB
復興に向けて研究活動する４大学が初の連携セミ
ナー　福島・富岡

東京電力福島第一原発事故からの復興に向けて福島県富
岡町などで研究活動を展開している東京農工大、長崎大、東
京大、日大工学部の４大学による初の連携セミナーがオンラ
インで開かれ、東京農工大学の金子弥生准教授が、イノシシ
被害防止に向けた実証実験について説明したことが紹介さ
れる。

農学研究院 金子弥生 准教授

92 1月30日 gooニュース WEB
復興に向けて研究活動する４大学が初の連携セミ
ナー　福島・富岡

東京電力福島第一原発事故からの復興に向けて福島県富
岡町などで研究活動を展開している東京農工大、長崎大、東
京大、日大工学部の４大学による初の連携セミナーがオンラ
インで開かれ、東京農工大学の金子弥生准教授が、イノシシ
被害防止に向けた実証実験について説明したことが紹介さ
れる。

農学研究院 金子弥生 准教授

93 1月30日 yahooニュース WEB
復興に向けて研究活動する４大学が初の連携セミ
ナー　福島・富岡

東京電力福島第一原発事故からの復興に向けて福島県富
岡町などで研究活動を展開している東京農工大、長崎大、東
京大、日大工学部の４大学による初の連携セミナーがオンラ
インで開かれ、東京農工大学の金子弥生准教授が、イノシシ
被害防止に向けた実証実験について説明したことが紹介さ
れる。

農学研究院 金子弥生 准教授

94 1月31日
The Japan
News

WEB Variant of omicron variant spreading in Japan, world
オミクロン株の一種で別系統の「ＢＡ．２」について、東京農工
大学の水谷哲也教授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
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