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いつも学友会の活動にご支援ご協力いただきありがとうございます。 

 

― インフォメーション － 

【１】トピックス 

（１）深江グラウンド芝生化工事完成記念式典を開催  

（２）新日鉄住金ソリューションズ株式会社とネーミングライツに関する協定を締

結  

（３）神戸大学と白鶴酒造株式会社が共同開発した純米酒「神のまにまに」が 10月

より発売  

（４）経済学部の唐治谷雄大さんが「第 12回全日本学生テコンドー選手権大会」で

優勝 

【２】お知らせ 

（１）「神戸大学環境報告書 2018」を公表 

（２）第 2回神戸大学・キール大学学術ワークショップを開催 

（３）ネブラスカ大学リンカーン校との大学間学術交流協定書の交換 

（４）神戸大学×神戸市灘区役所×NTT データ共催「防災×ITアイデアソン」を開

催 

（５）海事科学研究科 關水康司特別教授にシンガポール政府より叙勲 

【３】研究ニュース 

 （１）心不全などさまざまな病態を引き起こす微小管結合タンパク質 MAP4 の構造

を高精度に解明 

（２）雌に対するハラスメントは繁殖力の低下と個体群の縮小をもたらす 

（３）化学合成 DNA を高速で安価に生産可能な核酸合成機を開発 ―微生物由来の

高機能医薬品原料や工業材料などの開発加速に期待― 

 

 

【１】トピックス 

（１）深江グラウンド芝生化工事完成記念式典を開催しました 

10 月 6 日，海事科学部キャンパスにて，深江グラウンド芝生化工事完成記念

式典を開催しました。 

今回の深江グラウンド芝生化は，ラグビー部 OB の皆様が中心となり，同部や

医学部ラグビー部などの OB の皆様に広く呼びかけられ，3 千万円を超える募金

を集めて本学にご寄付いただき，実現したものです。 

同グラウンドでは，式典に先立ち，全学ラグビー部と医学部ラグビー部の OB
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を中心としたチームによる記念交流試合を開催。選手らは念願の芝生の感触を確

かめながら，プレーを披露しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_10_10_01.html） 

 

（２）新日鉄住金ソリューションズ株式会社とネーミングライツに関する協定を締結

しました 

～情報処理教室の新名称は「NSSOL Lab」～ 

本学は，新日鉄住金ソリューションズ(以下 NSSOL と表記，本社＝東京都中央

区，謝敷宗敬社長)と，教室のネーミングライツ(施設命名権)取得に関する「国

立大学法人神戸大学ネーミングライツに関する協定」を平成 30年 9月 20 日に締

結しました。 

国からの運営費交付金が削減される中，国立大学を取り巻く環境は厳しさを増

していることから，本学は教育研究環境向上のための財源確保を目的として，ネ

ーミングライツ制度を本年 2月に導入しました。 

六甲台第二キャンパス工学研究科 D2 棟 2 階の情報知能演習室についてネーミ

ングライツを公募したところ，NSSOL からの応募があり，選定委員会による審査

を経て，このたびネーミングライツ・パートナーとして選定されました。平成 30

年 10 月から 2年半，同教室の名称は「NSSOL Lab」となります。 
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【２】お知らせ 

（１）「神戸大学環境報告書 2018」を公表しました 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_10_04_02.html） 

 

（３）神戸大学と白鶴酒造株式会社が共同開発した純米酒「神のまにまに」が 10月よ

り発売されます 

神戸大学は，白鶴酒造株式会社と共同で純米酒「神のまにまに」の開発を始め

て今年で 2年目となります。昨年度の発売以降，大変ご好評をいただいた「神の

まにまに」ですが，本年度も 10 月より発売をすることが決定しました。純米酒

「神のまにまに」を通じて，神戸の伝統産業である日

本酒に興味を持ってもらうとともに，神戸からの情報

発信を期待しています。 

販売場所は神戸大生協国際文化学部店，六甲台第 1

キャンパス社会科学系アカデミア館2階 BEL BOXショ

ップで，10月 9日(火) に各店頭に並ぶ予定です。 

白鶴酒造の直売全店(白鶴酒造資料館，白鶴 御影

MUSE)では，10月 3日(水) 以降に販売を開始します。

また，白鶴酒造ネットショップでは現在「神のまにま

に」の事前発注が可能で，最短で 10 月 4 日以降のお

届けを予定しているとのことです。さらに，阪急六甲

や JR 六甲道周辺の居酒屋でも「神のまにまに」を提

供できるように働きかけていく予定です。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_09_28_03.html） 

 

（４）経済学部の唐治谷雄大さんが「第 12回全日本学生テコンドー選手権大会」で優

勝しました 

9 月 9 日に岐阜県で開催された「第 12 回全日本学生テコンドー選手権大会」

で本学経済学部 1 回生の唐治谷雄大さんが，キョルギ(組手)種目男子 80kg 級で

優勝しました。 

将来はオリンピックへの出場も視野に入れ

ながら，サークル活動ではジャズ演奏に打ち込

み，サックス奏者になりたいという夢も持つ唐

治谷さんは，「勉強もテコンドーもジャズも，

文武音三道で頑張ります」と語ってくれまし

た。今後の活躍が楽しみです。 

 

 

○関連リンク 

（第 12回全日本学生テコンドー選手権大会 ） 
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環境報告書とは，事業者が自らの活動に伴う環境

負荷やその低減の取り組みなどを情報公開するも

のです。 

神戸大学では，地球環境の保全と持続可能な社会

の創造に取り組むという，神戸大学環境憲章の基本

理念を踏まえた環境保全活動の一環として，環境報

告書の作成・公表を行っています。 

教育と研究が主な事業である大学では，環境に関

する多くの教育と研究がなされています。神戸大学

のエネルギー使用状況やＣＯ2 排出状況を経年変化

が分かるように公表するとともに，毎年色々なトピ

ックスなどを環境報告書で紹介しています。 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_09_06_02.html） 

 

（２）第 2回神戸大学・キール大学学術ワークショップを開催しました 

9 月 26 日，神戸大学にて協定校であるキール大学(ドイツ)と共催で，2nd 

Bilateral Kobe-Kiel Workshop を開催しました。神戸大学とキール大学は 2016 年

5 月 12 日に大学間学術交流協定を締結し，自然科学系・社会科学系分野において

研究交流を活発に行ってきました。本ワークショップは，両大学の国際共同研究

の創出と拡大を目的として開催したもので，昨年 9月 18 日にキール大学で開催さ

れた第 1回目に続く学術イベントになります。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_10_01_01.html） 

 

（３）ネブラスカ大学リンカーン校との大学間学術交流協定書の交換を行いました 

9 月 7 日，吉井昌彦副学長がネブラスカ大学リンカーン校を表敬訪問しました。

今年 2月に同校の Steve Goddard（ス

ティーブ・ゴッダード）副学長（当時）

一行が本学を訪問した際に，両大学は

大学間学術交流協定締結に合意し，こ

のたびの訪問に合わせて協定書の交

換式を執り行う運びとなりました。式

では，Sonia Feigenbaum（ソニア・フ

ァイゲンバウム）副学長（国際交流戦

略担当）と吉井副学長が協定書を交換

し，互いに握手を交わしました。 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_10_03_01.html） 
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（４）神戸大学×神戸市灘区役所×NTT データ共催「防災×ITアイデアソン」を開催し

ました 

9 月 25 日にアカデミア館 501 教室において，神戸大学，神戸市灘区役所（以下

「灘区役所」）及び株式会社 NTT データ（以下「NTT データ」）の三者共催により

「防災×ITアイデアソン」（以下「アイデアソン」）を開催しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_10_04_01.html） 

 

（５）海事科学研究科 關水康司特別教授がシンガポール政府より叙勲を受けました 

關水康司特別顧問が，シンガポール政府より叙勲を受け，9月 25 日に開催され

た授与式で，シンガポール政府の運輸大臣 Khaw Boon Wan 氏から勲章"Public 

Service Star (Distinguished Friends of Singapore)"が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_10_04_03.html） 

 

【３】研究ニュース 

（１）心不全などさまざまな病態を引き起こす微小管結合タンパク質 MAP4 の構造を高

精度に解明 

神戸大学大学院医学研究科の仁田亮教授，今崎剛特命助教らの研究グループは，

理化学研究所生命機能科学研究センターの白水美香子チームリーダー，同放射光科

学研究センターの重松秀樹研究員，室蘭工業大学の徳楽清孝准教授らとの共同研究

により，体中のあらゆる細胞の形を制御する微小管結合タンパク質の１つ「MAP4 ※

1」の詳細な構造を明らかにすることに成功しました。 

この研究成果は，10月 1日に，国際学術雑誌「The Journal of Cell Biology」

にオンライン掲載されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_10_02_01.html） 

 

（２）雌に対するハラスメントは繁殖力の低下と個体群の縮小をもたらす 

雄と雌は交配して子を作りますが，雌雄の関係は常に協力的であるとは限りま
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せん。利己的にふるまう雌雄の間の利害の対立は，個体群全体に不利益をもたらす

可能性が，これまでも指摘されてきました。 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の高見泰興准教授，山形大学学術研究院の

横山潤教授，東北大学大学院生命科学研究科の河田雅圭教授らの研究グループは，

雄同士の競争によって生じる雌への負担（ハラスメント）が，雌の繁殖力の低下と

個体群の縮小をもたらすことを，甲虫のアオオサムシを用いて明らかにしました。 

この研究成果は，10月 5日（日本時間）に，国際学術雑誌「Evolution」に掲載

されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_10_05_01.html） 

 

（３）化学合成 DNA を高速で安価に生産可能な核酸合成機を開発 ―微生物由来の高機

能医薬品原料や工業材料などの開発加速に期待― 

NEDO と神戸大学，日本テクノサービス (株) は，微生物由来の高機能医薬品原

料や工業材料の製造に必要な化学合成 DNA を効率的に生産可能な核酸合成機を開

発しました。 

この合成機の活用により，200 の塩基からなる

DNA96 本を，従来の半分以下の時間と 10 分の 1 の

コストで一括合成できます。これにより，数万～数

十万の塩基対で構成する長鎖 DNA の大量生産が可

能となり，生物機能を活用した高機能の医薬品・化

学品や新たな有用物質を生産する次世代産業「スマ

ートセルインダストリー」への貢献が期待されま

す。 

今回の成果をもとに，日本テクノサービス (株) 

は「M-96-LD 長鎖 DNA 合成用核酸合成機」として

製品化しました。 
図 M-96-LD 長鎖 DNA 合成用核酸合成機 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/2018_10_09_01.html） 

 

 

★「KU-Net」からのお知らせ 

「神戸大学コミュニティネットワーク(KU-Net)」に在学生の登録が増えてきています。 

ネットワークを通じて卒業生と在学生が連絡を取り合える機能を有していますので，

卒業生のみなさまも，奮って登録をお願いいたします。 

登録いただく折，又は登録内容の更新の際に「OB・OG 訪問」受付可能とすることによ

り在学生との交流が可能となります。 

在学生にとって，先輩である卒業生の皆様との接点はとても貴重なものです。もし，

OB・OG 訪問を受けていただける方は，KU-Net ログイン後，利用設定の「OB・OG 訪問を受

ける」にチェックし，保存すると設定完了となります。 

詳しくは，神戸大学コミュニティネットワークホームページ 

(http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/)でお知らせしています。 
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★学友会のホームページ 

（https://www.kobe-u.com/alumni/） 

 

■無断での転載，再配布を禁止します。 

(支部所属の会員の皆様にもお知らせください)  

神戸大学学友会事務局 

657-8501 神戸市灘区六甲台町１-１ 

      神戸大学企画部卒業生･基金課内 

          TEL 078-803-5042  FAX 078-803-5024 

E-mail:plan-gakuyukai@office.kobe-u.ac.jp   

https://www.kobe-u.com/alumni/

