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　東京農大総合研究所の研究部会に、新たに「地域連携推進研究部会」が発足した。
　東京農大は現在32の地域と連携協定を結び、地域の活性化に協力・貢献している。同部会は今後も、さらに地
域との連携を推進し、地域連携策の可能性を広げることを目的に設けられた。
　同部会発足を記念したシンポジウムが昨年12月 9 日、東京農大世田谷キャ
ンパスで開かれた。部会長を務める地域環境科学部造園科学科の水庭千鶴子
准教授から「部会発足のきっかけは東京農大の茨城県人会であり、これまで
長期にわたり継続してきた茨城県との連携活動を他の地域にも広げ、東京農
大と地域との連携をより強固にしていきたい」とあいさつした。また大澤貫
寿理事長が「東京農大は20年前から地域との連携活動を進めてきた。大学と
して、地域連携については生産から環境まで、トータルに考えていく必要が
ある。今後はオリンピックに向け、食の安全や環境保全に取り組む農場に与
えられるGAP認証や地理的表示を保護するGIの問題などが多くの地域で課
題になるだろう。大学と地域が手を取り合ってともに発展していくことが必
要だ」と続いた。
　この後、東京農大との連携活動の現状と展望について、茨城県農林水産部
農業政策課の入野達之氏と茨城県阿見町産業建設部農業振興課の浅野裕治氏
が講演した。さらに、東京農大からは、鈴木智典准教授（応用生物科学部食
品安全健康学科）、入江彰昭准教授（地域環境科学部地域創成科学科）、加藤
拓准教授（応用生物科学部生物応用化学科）の 3人が講演。「地域連携活動
がもたらす学生への好影響」「風景のデザインが地域活性化につながった事
例」「土壌学から見た加工用バレイショ生産の課題」など、それぞれの異なる
切り口で茨城県との連携活動の状況を解説した。

榎本武揚と横井時敬
　創設者は、明治の英傑榎本武揚だ。明治政府で逓
信相、農商務相、文相、外相などの要職を歴任した
榎本は、明治24（1891）年、東京に「私立育英黌」
を設立した。その農業科が東京農学校、東京高等農
学校と名を替えつつ、拡充の歴史を歩み、今日の東
京農業大学となる。
　東京農学校時代の明治28（1895）年、評議員とし
て参画したのが、明治農学の第一人者横井時敬だっ
た。「人物を畑に還す」「稲のことは稲にきけ、農業
のことは農民にきけ」と唱えて、「実学」による教
育の礎を築き、東京農業大学の初代学長を務めた。
本学の「生みの親」は榎本、「育ての親」は横井で
ある。

高等教育から初等教育まで
　東京農業大学は、農学部、応用生物科学部、生命
科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部、生物
産業学部、短期大学部の 7学部25学科からなり、大
学院は 2研究科19専攻体制が整っている。世田谷、
厚木、オホーツク（北海道・網走）の 3キャンパス
に約13,000人が学んでいる。
　学校法人東京農業大学の傘下には、東京情報大学
（千葉）があり、総合情報学部、看護学部の 2学部
2学科と大学院 1研究科に約2,000人が学ぶ。また、
併設校として農大一高／中等部（東京）、同二高（群
馬）、同三高／附属中学（埼玉）がある。
　平成31年度には、東京農業大学稲花小学校が世田
谷に開校予定である（設置認可申請中）。

東京農業大学の沿革

「地域連携推進研究部会」発足
地域連携活動の可能性を広げる

大澤理事長

水庭准教授



 新・実学ジャーナル　2018.1+2 1

あるのに、誤って陽性と判定されていると疑われるタ
ンパク質間相互作用の評価、タンパク質上で実際に相
互作用している部位の予測を目指す研究を行ってい
る。本稿では、これらの研究の一部について紹介する。

機械学習法を用いた
タンパク質間相互作用予測

　実験的に相互作用が確認されたタンパク質間相互作
用のデータをコンピュータ解析することによって、タ
ンパク質間相互作用とそうではない相互作用を分類す
るための特徴情報を決定し、それらを用いた
Averaged One─Dependence Estimators（AODE）（※
2）という機械学習法（※ 3）に基づくタンパク質間
相互作用予測法（PSOPIA）の開発を行った。本手法は、
実験的に相互作用が確認されたものの実際には生体内
では相互作用しないタンパク質間相互作用の検出にも
応用できることから、外部の創薬支援のデータウェア
ハウスシステム（※ 4）との連携を進めている。また
現在、既知のヒトのタンパク質に対して網羅的に予測
を行い、体内で繰り広げられているタンパク質間相互
作用全体の関係性を明らかにする研究にも取り組んで
いる。
　一方で、有効な薬の標的となりうるタンパク質間相
互作用が見出されると、それを標的とした新薬創出へ
と確実に結びつけるために、どの部位を標的にした薬
をデザインすれば良いのかという難しい問題が生じ
る。そのような部位を実験的にいつも見出すことがで
きるとは限らないことから、コンピュータ解析によっ
てタンパク質間相互作用部位を特徴付ける情報を抽出
し、抽出された情報を用いた機械学習法に基づく予測

はじめに
　私たちの体は、アミノ酸で構成される、多くの種類
のタンパク質からできており、それらのタンパク質が
協調的に作用しあうことによって様々な生体機能が維
持されている。例えば、細胞内での栄養の輸送や情報
のやり取りを制御したり、代謝反応の触媒やタンパク
質の活性・抑制をしたりと、様々な生物学的な機能を
果たしている。そのため、私たちの体にとって重要な
タンパク質同士の相互作用（タンパク質間相互作用）
が崩れてしまうと、様々な機能障害や病気を引き起こ
す原因になる。また近年、タンパク質間相互作用が、
細胞の増殖や分化、老化等にも関わっていることが明
らかにされており、そうしたタンパク質間相互作用そ
のものを標的とした新しい薬への期待が高まってい
る。
　創薬において、まずは障害や病気の発症・進行を引
き起こす生物学的なメカニズムを十分に理解する必要
がある。そのためには、そのメカニズムに関与してい
るタンパク質群の関係性を正しく理解することが必要
である。また、新薬の標的となるタンパク質間相互作
用が発見された後、それを制御している分子表面上に
存在するアミノ酸残基（実際に相互作用をしている箇
所の部品）の同定が必要である。このタンパク質間相
互作用部位に関する詳細な情報は、病気に関連する分
子を認識するメカニズムの解明につながり、そして標
的となるタンパク質間相互作用を制御する、もしくは
その効果をまねる薬のデザインをしやすくする。
　標的となるタンパク質間相互作用の探索や相互作用
している部位の同定に必要不可欠なのが、信頼性の高
いタンパク質間相互作用のデータである。タンパク質
間相互作用の有無を実験的に決定するには、同時に大
量のタンパク質間相互作用の有無を調べることができ
る方法や、特定のタンパク質間相互作用を個別に解析
し、原子レベルで相互作用部位を決定できる方法があ
る。しかしながら、これらの方法には、時間的・費用
的な問題があるだけでなく、実験条件等によってはタ
ンパク質間相互作用の有無を正しく決定することが難
しい場合がある。そこで、実験的に相互作用が確認さ
れたタンパク質間相互作用のデータから得られる知識
を利用して、計算科学（※ 1）によって未だ知られて
いないタンパク質間相互作用の予測や、本来は陰性で

計算科学によるタンパク質間相互作用予測と
創薬応用

東京情報大学　総合情報学部　助教　村上洋一

むらかみ　よういち
1975年神奈川県生まれ。
大阪大学大学院生命機能研究科
生命機能専攻博士課程満期退学。
東京情報大学総合情報学部
（ゲーム・アプリケーション研
究室）助教。
博士（理学）。
専門分野：生命情報学（バイオ
インフォマティクス）
主なテーマ：生体分子間相互作
用予測のための機械学習法を用
いたアプリケーション開発等
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は機能不明の巨大なタンパク質で生化学的な取り扱い
が困難であるため、その立体構造は未だ予測の域を出
ない。そこで、その予測段階のBIG3の立体構造と、
PSIVERを用いて予測したBIG3上の相互作用部位を照
合することにより、BIG3の分子表面上でPHB2と相互
作用する可能性が高いアミノ酸残基群の絞り込みを
行った（図 1）。そして、予測したアミノ酸残基位置
に変異を導入する実験により、それらのアミノ酸残基
がBIG3とPHB2の相互作用に必須であることが示され
た。BIG3が乳癌治療に対する新規の標的になり得るこ
とが確かめられたと言える。この実例は、計算科学に
よるタンパク質間相互作用の部位予測が創薬に貢献で
きることを示唆し、かつタンパク質間相互作用それ自
身が薬の有効な標的になり得ることを示唆している。

今後の展望
　本稿で紹介した計算科学によるタンパク質間相互作
用予測技術は、実験による解析の限界を補完し、また
解析から得られた結果に基づく考察や判断から外的要
因の影響を除くために重要な技術であり、有効な標的
探索やそれを阻害する中分子又は低分子化合物の合理
的な薬剤設計に貢献する技術である。ひいては医薬品
開発に費やされる開発期間の短縮や開発コストの削減
にもつながるだろう。このような技術は、創薬を牽引
していく重要なアプローチであることから、今後もそ
の技術の発展に貢献していきたい。

（※ 1） 計算機を用いた大規模な解析によって、様々な自然現象に潜むメカニズム
を明らかにし、現象の理解や予測を目指す学問分野。

（※ 2） 従来の手法よりも精度よく判断や予測を行うことができる機械学習法の一つ。
（※ 3） 人工知能における研究分野の一つであり、特定の事象に対するデータから

その事象を特徴付ける情報（パターン）を反復的な学習により見つけ出し、
それに基づいて判断や予測を行う手法のこと。

（※ 4） 集積・散在しているデータを整理し、横断的・統合的に解析することで意
思決定プロセスを支援するための仕組み。

が期待されている。そこで、PSOPIA
と同様に、タンパク質の構造情報を用
いた予測法よりも、比較的容易に得る
ことができるアミノ酸配列情報を用い
て、配列上のどのアミノ酸残基が他の
タンパク質と相互作用する可能性が高
いのかを判別する予測法（PSIVER）
を開発した（図 1）。本手法では、特
にpHや周辺分子の濃度等によって生
体内で一時的に特異的複合体を形成す
るタンパク質間相互作用のデータをサ
ンプルに用いて開発を行った。これら
のタンパク質間相互作用は、生理学的
また病理学的に重要である反面、異常
が起これば細胞機能障害や細胞死を潜
在的に引き起こす恐れがあり、薬の標
的となる可能性が高いからである。現在、PSIVERの
さらなる予測精度の向上に取り組んでいる。

計算科学による創薬アプローチ
　PSIVERの有効性を示唆する 1つの実例として、乳
がん細胞の増殖促進に関与する新規エストロゲンシグ
ナル制御分子（BIG3）と既知のエストロゲン受容体
抑制タンパク質（PHB2）とのタンパク質間相互作用
の部位予測を紹介する。BIG3とPHB2が相互作用する
ことにより、乳がん細胞の増殖につながることから、
これらの相互作用を阻害することは有効な治療につな
がると期待されていた（図 2）。しかしながら、BIG3

図 1　PSIVERを利用したタンパク質間相互作用部位の予測
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こと、すなわち「起業」が21世紀の重要なテーマとなる。
　これまで変化はリスクと認識されてきた。しかしこ
れからは変化を機会・チャンスととらえる発想の転換
が必要だ。若い世代の人たちには、時代を学び、まだ
実現されていない需要と供給のギャップを観察し、そ
のギャップに対して果敢に取り組むことで、新しい未
来を作り出すことを目指してほしい。勇気をもって「起
業」にチャレンジしてほしい。
　21世紀の社会においては、働くことは組織に属する
ことという一般的な感覚はなくなるだろう。一人一人
が好きに手を取り合って、新しいものを創造し、社会
に発信していく時代になっていく。それはつまり一人
一人が起業家となる社会に他ならない。21世紀は起業
家の時代となるだろう。

日本の未来は暗くない
藤野英人氏

　日本の景気はずっと悪
かった。そう思っている日
本人は多いのではないか。
しかし2002年12月からア
ベノミクスが始まる前の
2012年12月までの10年間
に上場企業のうち株価が
上昇した企業は実に1705
社、70％にも上る。その

70％の企業の平均では株価、利益、従業員数がいずれも
2倍となっており、失われた10年の間でさえ多くの企業
が成長していた。日本経済が暗かったとはいいがたい。
　成長していた企業の多くは中小企業である。2002年
12月からの10年間の中小企業の株価上昇率は、
JASDACで＋43％、東証 2部で＋67％だった。一方、
大企業上位30社のTOPIXcore30指数は、同時期－24
％であった。このことから上場企業であまり知名度の
高くない企業が就職の狙い目といえるだろう。就職活
動を行う学生は、つい大企業に目が向きがちだが、そ
れは実にもったいない。また、成長産業ではITの技
術がとても重要だ。このような観点から、東京情報大

情報化・高齢化社会を迎えて
　シンポジウムは11月23日、同大学メディア・ホール
で約150人の地域住民、学生らを集めて開催。まず、
鈴木昌治学長が「30年前の大学開設当時、初代学長は
工業化社会から情報化社会になると予見した。今、そ
の通りとなったが、情報分野に求められる課題は依然
として山積している。さらに日本は少子高齢化の時代
を迎え、喫緊の課題として看護の果たす役割も大きい。
情報、看護、そして情報と看護を融合した分野で様々
な課題を解決できる人材の育成に、より一層注力して
いきたい」とあいさつした。
　シンポジウム第 1部では、日本テクノロジーベン
チャーパートナーズ代表取締役の村口和孝氏、レオス・
キャピタルワークス代表取締役社長の藤野英人氏、第
2部では特定非営利活動法人maggie’s tokyo共同代表
理事の秋山正子氏が講演し、それぞれ講演後にパネル
ディスカッションが催された。

一人一人が起業家になる時代
村口和孝氏

　20世紀までの日本社会
は工業化の時代だった。
可能な限り生産効率を上
げるため、平均的組織人
の育成に注力をしてき
た。しかし21世紀は情報
化の時代で、常に新しい
ものを創造し、消費の変
化を生むことが重要とな

る。このため、能動的に社会に働きかけることのでき
る人材が求められる。iPhoneの登場によるスマート
フォンの普及、Twitterなどのソーシャルメディア
サービスの拡大は、世の中に存在している「未実現な
需要」と「未実現な供給」のギャップを見つけ、その
需給機会を的確に捉えた例だといえる。このように、
多くの人が求めているにも関わらず、多くの人に認識
されていない、認識できない需要を実現し事業化する

地域社会における情報・看護の役割

東京情報大創立30周年記念シンポジウム開催

　東京情報大学は、創立30周年記念事業の一つとしてシンポジウムを開催した。「地域から日本の社会・経済を
元気にする～情報創造の時代への提言～」と「まちと歩む　まちとともに育つ～新時代の訪問看護ステーション」
の 2部構成で、「地域」をキーワードに、情報分野、看護分野でどのような社会が形成され、どのような人材が
必要とされるかについて、活発な議論が展開された。
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の学生にはチャンスが多い。
　地域経済も決して暗くない。地方で様々な業種・業
務に参入する、地方土着の企業、起業家が次々に登場
している。彼らは低コストで高リターンを得ることが
得意だ。リスクを取らない地域創生はハコモノ作りに
終始してしまうが、彼らを地方発展のキーマンとして
巻き込むことで、新たな地方創生の展開が期待できる。

◇
　講演後のパネルディスカッ
ションでは、司会の堂下浩・
総合情報学部教授が「新しい
働き方が求められている中、
依然として上司からの指示の
下で動くという垂直統合型の
組織が多い」と問題提起。こ
れに対し村口氏は、「垂直統
合型の組織は非効率的。個人
のパフォーマンスが最大になるのは好きなことをして

堂下教授

地域の調整役としての看護
秋山正子氏

　これからの社会は病院
の中だけでなく、外にも
看護のニーズがある。自
身の姉を自宅で看取った
経験から、在宅ケアの重
要性を認識した。地域に
密着することで、地域の
ニーズを見出し、看護師・
保健師としてそのニーズ

をケアするまちづくりに尽力してきた。
　要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを最期まで続けることができるよう、医療・介
護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地
域包括ケアシステムの構築が求められている。しかし、
地域包括ケアシステムは市町村や都道府県行政等だけ
の主導ではなく、地域住民の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが不可欠とな
る。住み慣れた地域で生き生きと年をとれる環境を整
えるためには、在宅での医療・看護・介護が協同し、
重症化・要介護化する前に連携を取らなくてはならな
い。そのため、医療と介護の間で調整を図れる訪問看
護師が必要だ。
　新宿区に2011年、健康や生活にかかわるさまざまな
相談窓口となる「暮らしの保健室」を開設した。地域
包括支援センターとも連携し、地域住民を支援する窓
口にもなっている。気軽に立ち寄れる相談室が身近に
あれば、住民の安心感につながるのではとの着想から

いる時だ。組織に属すか属さないかの違いはあっても、
70億人みんなが起業家のように活動する時代が来る」、
藤野氏は「AIやクラウド、IT技術の進歩によって好き
な場所で、好きな人と、好きなことができる社会になる。
嫌な仕事を無理してやる必要もなくなり、より感情を
大切にできる社会が来るのではないか」と応じた。
　また、会場からは「現代の若者は欲しいものがない。
エネルギーをどうやって創出していくか」との質問が
あり、村口氏が「気づいていないだけで、未実現な需
要が至る所に存在する。まずは学校でその未実現の
ギャップを探すための機会を作ることが求められてい
るのではないか」と回答した。東京情報大OBから「現
在勤めている企業で地域発展に向けた働きかけをする
のであればどういう形が望ましいか」との質問もあり、
藤野氏が「ビジネスを継続すること自体も、地域の雇
用創出、納税の観点から大変重要なことだ。その地域
が何を求めているのかをリサーチし、ビジネスでの解
決策を提示してはどうか」と提言した。

だ。また、ケース勉強会を月 1回開催しており、訪問
看護師やケアマネージャーの他、地域看護教員やデイ
サービススタッフ、時には管理栄養士や行政書士など
様々な職種のスタッフが集まって事例の振り返りを共
有し、地域に還元している。こうした活動は地域包括
ケアシステムの構築に重要な取り組みとなっている。
　2016年には、がん患者が気軽に情報交換しやすい場
を提供したいと江東区豊洲に「マギーズ東京」をオー
プンした。今後もまちづくりを支える看護の重要性を
発信し、地域包括ケアシステムの発展に寄与していき
たい。

◇
　パネルディスカッションで
は、司会の加納佳代子・特命
副学長（看護学部担当）が「利
用者は無料とのことだが、助
成等を受けているのか」と質
問し、秋山氏が「国や都、区
から助成を受けて運営してい
る。広報を行うことで、問い
合わせが自治体に行き、自治
体との連携が実現できたケー
スもある。マギーズ東京の立ち上げの際には、クラウ
ドファンディングを実施。2か月間で2200万円が集まっ
た」と答えた。さらに秋山氏は同大看護学部に対し、「よ
り先端的な看護の実現のためには、元気な人に予防的
な活動をしてもらうことが重要。そのためにも日頃か
ら学生も一緒にまちづくりに取り組むことが大切だ。
高齢者の知恵や力を引き出し、学生の若い力でよりよ
いまちづくりができるはずだ」と期待を語った。

加納特命副学長
（看護学部担当）
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学校法人東京農業大学理事長
大澤貫寿

　東京情報大は、21世紀の情
報化社会を見据え、情報学を
基盤とした我が国初の大学と
して30年前に開設された。当
時は情報学と経営学を中心と
していたが、時代のニーズに
合わせて形を変えながら、今日の総合情報学と看護学
を専門とする大学として30年を迎えることとなった。
　兄弟校である東京農大の創始者は榎本武揚であ
り、オランダ留学を経て電気技術の重要性をいち早
く認識し、電気学会の立ち上げなど、通信技術の発
展にも寄与した。この榎本のパイオニア精神を受け
継ぎ誕生した東京情報大は、「未来を切り拓く」を
建学の精神としてきた。今後も東京情報大は、社会
から求められている役割を認識し、情報・看護の分
野における社会的地位を確立すべく、さらなる発展
に努めていく。

東京情報大学30年のあゆみ
1987（昭62）年　東京情報大学の設置認可（文部省）
1988（昭63）年　 東京情報大学経営情報学部経営学科・情報

学科設置
　　　　　　　初代学長に林雄二郎が就任
1992（平 4）年　 大学院経営情報学研究科（経営情報学専攻）

修士課程設置
1996（平 8）年　経営情報学部情報文化学科設置
1999（平11）年　 大学院経営情報学研究科（博士前期課程・博

士後期課程）設置
2001（平13）年　総合情報学部へ学部名称変更。
　　　　　　　経営情報学科、情報システム学科、
　　　　　　　 環境情報学科、情報文化学科の 4学科体制

へ改組
2005（平17）年　「分野研究室制」を導入
　　　　　　　 経営情報学科から情報ビジネス学科へ名称

変更
　　　　　　　大学院総合情報学研究科へ名称変更
2013（平25）年　 総合情報学部総合情報学科（12コース制）へ

改組
2017（平29）年　 総合情報学部総合情報学科（ 3学系制）へ改組
　　　　　　　看護学部看護学科設置
　　　　　　　 看護学部に遠隔看護実践研究センターを設置
　　　　　　　東京情報大学創立30周年を迎える

30周年記念誌を発刊
　東京情報大は30年の
歩みをまとめた記念誌
を発刊した。
　経営情報学から総合
情報学へ改組し、2017
年に看護学部を開設す
るまでの歩みのほか、
取り組んできた先端研
究プロジェクトの説
明、また香取市、千葉
市、佐倉市、四街道市
など地元自治体との提携協定、開講した公開講座の
一覧など、地域貢献事業も紹介している。
　さらに、全日本大学野球選手権に 2度出場した硬
式野球部からは 4人がプロ野球選手となったことな
ど、強化指定を受けた運動部の活躍も記録している。
B 5版22㌻。

東京情報大学学長
鈴木昌治

　「情報化社会」という言葉
を作ったのは、東京情報大初
代学長林雄二郎であり、東京
情報大開設当時、「情報」と
いう名前を冠した日本で初め
ての私立大学であった。
　東京情報大は、教育理念で
ある「現代実学主義」を実現すべく、経営情報学を
核とした教育研究の分野から、テクノロジーの進歩
や社会の課題の変化に合わせて、総合情報学へ拡大。
また、少子超高齢化社会の医療体制への対応として、
情報と看護のコラボレーションを構想し、2017年 4
月に看護学部を開設した。
　現在の世界では、AIやロボットを活用する第四
次産業革命が拡がりつつある。また、国をあげて進
められている健康寿命の延伸にも注目が集まってい
る。東京情報大はこの先の40周年、50周年に向けた
長期持続的な視点を持ちながら、これらの分野で先
導的な役割を担っていきたい。

　情報と看護を専門とする日本でも数少ない大学である東京情報大は1988年、学校法人東京農業大学によっ
て、千葉市に設置された。創立30周年を迎え、昨年12月23日、記念式典が開かれた。 1学部 2学科から歩み
をはじめた東京情報大は、昨年 4月新たに看護学部を開設した。「情報」と「看護」の融合を通して、まだ
誰も経験したことのない少子超高齢化社会に対し挑戦していく。その新しい一歩が踏み出された。

情報と看護の融合で新たな地平へ
東京情報大学創立30周年記念式典を挙行



東京農大農学部植物園から（54）

アカガシワ
Quercus rubra L.

（ブナ科）

　英名でAmerican red oak、Champion oak、 
Northern red oakなどと呼ばれている北アメ
リカ東部に生育し樹高30㍍に達する落葉高木。
樹皮は灰黒色で、不規則に深い縦の割れ目が
入ります。葉は表面は濃緑色、裏面は淡緑色
で両面ほぼ無毛、長さ20㌢ほどで羽状に深裂
して裂片の先端は尖った鋸歯に終わります。
　種小名のrubraは赤いという意味で、晩秋
には、日本産同属のコナラQ. serrata、クヌ
ギQ. acutissimaなどでは中々見られない
真っ赤な紅葉が見られます。ドングリは翌年

の秋に熟し、長さ2.5㌢ほどで比較的大きく、
はかまの部分の殻斗は浅い。
　北アメリカでは公園や街路樹として普通に
植栽されているようです。材は様々な種類の
オークの中でも高級品として珍重され、フ
ローリング、ベニヤ、家具などに用いられま
す。日本へは明治中頃に伝わり、ほぼ全国で
植栽が可能な樹種でもあります。北海道庁か
ら北海道大学植物園にかけての並木道の本種
は樹齢100年を超えています。

（東京農大農学部植物園　伊藤健）
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2018　東京農大創立127年

学校法人
東京農業大学　　　東京情報大学　　　東京農業大学短期大学部
東京農業大学第一高等学校　　　　　東京農業大学第二高等学校
東京農業大学第三高等学校　　東京農業大学第一高等学校中等部
東京農業大学第三高等学校附属中学校
東京農業大学稲花小学校（平成31年 4 月開校予定／設置認可申請中）


