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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）広島学友会設立記念総会開催報告 

（２）KUC 11 月講演会と懇親会報告 

（３）凌霜 26回生有志の皆様から神戸大学基金へ寄附 

【２】お知らせ 

（１）第 13回ホームカミングデイを開催 

（２）第 15回留学生ホームカミングデイを開催 

（３）株式会社クレディセゾンとの連携協定を締結 

（４）平成 30 年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環

境実現イニシアティブ（先端型）」に採択 

 （５）神戸大学ホノルル拠点第 3回シンポジウムを開催 

【３】研究ニュース 

（１）世界初，神戸大学とウシオ電機が人体正常皮膚への 222nm 紫外線直接照射で，

障害なく常在菌の殺菌に成功 

（２）タンパク質に含まれる金属イオンの電子状態を微量の溶液から分析できる新

手法を開発 

 

 

【１】トピックス 

（１）広島学友会設立記念総会開催報告 

 

日時：平成３０年１１月１５日（木） 

場所：カフェ・スヌーズ（広島市内） 

 

このたび支部登録された広島学友会は，これまで凌霜会の名のもとに，広島と

いう地方都市の規模感から，六甲台卒部生に限らず，広く全学卒業生が集まって

懇親を図り，互いにネットワークを広げる場として活動してまいりました。 

このような活動実態にもとづき，このたび神戸大学学友会支部として明確に位

置づけ，改めて設立記念総会を開催致しました。 

当日は全学部および法科大学院卒業の方々，総勢３３名の参加者が集い，若山

会長（Ｓ４４経済）のご挨拶により開会しました。広島は平成３０年度７月豪雨

神戸大学学友会ニュースレター 
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により甚大な被害を受けましたが，そのような中でも人と人の繋がりが将来の明

るい希望となっているお話から，本会が神戸大学卒業生の「つながり」で結ばれ

広く発展していくことを祈念したご挨拶でした。 

その後，参加者の近況紹介や，広島で昭和５５年から継続している「凌霜懇話

会」（卒業生が持ち回りで自由に内容を選んで卓話）の紹介，クイズ大会などで

盛り上がり，最後は最年長の岸さん（Ｓ３８経営）の閉会挨拶をいただいて，次

回参集を期しつつお開きとなりました。 

 

 

 

 
（２）KUC 11 月講演会と懇親会報告 

平成 30年の 11月講演会は 15日（木）に「楠公会館」において開催しました。 

参加者は凌霜会，文窓会，紫陽会，KTC などの卒業生 54名でした。 

講演会は昭和 50 年に法学部を卒業され平成 22 年に神戸新聞社の社長に就任

された高士薫氏が「兵庫県と神戸新聞の歴史と未来について」講演をされました。  

今年は兵庫県が成立し 150 年の節目。兵庫県は 1868 年に設立され，面積で全国

12位，人口は 7位で，摂津，播磨，但馬，丹波，淡路など，多様な文化と歴史を

持つ県でもあります。また，神戸新聞は 1898 年に川崎重工業創設者の川崎正蔵

により創刊され，阪神淡路大震災の際も休刊せず 120 年にわたり発行されていま

す。 
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講演会終了後，神戸大学特別顧問の石村氏から神戸大学の研究者グループが最

先端の研究を基盤に考案された認知症予防プログラムの紹介がありました。 

また，今回平成卒の若手の参加者が 4 名おられ，原学友会長呼びかけのもと

各々自己紹介を行い若手のアピールを行いました。 

（講演される高士薫氏）        （原学友会会長と 4人の若手） 

 

（３）凌霜 26回生有志の皆様から神戸大学基金に寄附をいただきました 

神戸大学法学部，経済学部，経営学部の昭和 53年卒業生「凌霜 26回生」有志

（230 名）の皆様から，卒業 40 周年記念として，神戸大学基金に 85万 9千円の

ご寄附をいただきました。 

この度の寄附金贈呈式に先立ち，皆様は 10 月 27 日(土)の第 13 回ホームカミ

ングデイ記念式典及び午後の学部企画に合わせて卒業 40 周年記念同窓会を開催

されました。開催には 2年前から準備をされたそうです。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_13_01.html） 
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【２】お知らせ 

（１）第 13回ホームカミングデイを開催しました 

神戸大学の第 13回ホームカミングデイが秋晴れの 10月 27 日，各キャンパスで

開催されました。六甲台キャンパスで行われた記念式典を幕開けに，各学部が趣

向を凝らした企画に卒業生が集い，旧交を温め合うとともに，迎えた在学生や教

職員と世代を越えて交流しました。 

記念式典は，フリーアナウンサーの朝山くみさん(平成 11年経済学部卒)の司会

で午前 10時半から出光佐三記念六甲台講堂で開かれました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_14_01.html） 

 

（２）第 15回留学生ホームカミングデイを開催しました 

第 15 回神戸大学留学生ホームカミングデイが，10 月 27 日に百年記念館「六甲

ホール」において開催されました。この催しは，「人・知・還流」の理念の下，卒

業留学生，在学留学生，大学関係者，地域の方たちが集う場として 2002 年より始

まり，今年で節目の 15年目を迎えました。オープニング・パフォーマンスは，神

戸大学よさこいチーム山美鼓の迫力溢れる演舞で会場が盛り上がりました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_12_01.html） 
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（３）株式会社クレディセゾンとの連携協定を締結しました 

神戸大学は，株式会社クレディセゾンと「神戸大学基金」事業の協同推進に向

け，それぞれの持つ人材や知識・情報等の資源を活用し相互に協力することによ

り，教育研究活動や国際交流への支援，及びこれに資する人材育成等を目的とし

た連携協定を 11月 26 日付で締結しました。 

今回の連携協定を基に，共同で以下の施策を実施します。 

１．セゾン永久不滅ポイントによる神戸大学基金への寄附活動を通じた大学活

動支援 

２．大学関係者（学生，OB・OG，教職員等）に対するセゾン・アメリカン・エキ

スプレス・カード入会促進を通じた関係者組織化の推進及び交流の拡大支援 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_29_02.html） 

 

（４）平成 30年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境

実現イニシアティブ（先端型）」採択されました 

平成 30年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境

実現イニシアティブ（先端型）」に男女共同参画推進室が申請した取組が採択され

ました。 

本事業は，海外派遣プログラムなどにより，女性研究者の研究力の向上をはか

り，上位職への昇任比率20％，採用比率30％以上の恒常的達成をめざしています。

そのため，新人事ガバナンスを構築し，女性研究者の在籍・採用・昇任の進捗状況

を管理し，さらに新設の国際諮問委員会からも進捗状況等について助言を受けま

す。また，ダイバーシティ環境の充実と学外への波及に向けて，学内にダイバー

シティ推進機構，学外にダイバーシティ共創ネットワークを新しく構築します。 

 

○関連リンク 

・チラシ（PDF）はこちら 

・詳細は神戸大学男女共同参画推進室 HP をご覧ください 

 

（５）神戸大学ホノルル拠点第 3回シンポジウムを開催しました 

11 月 16 日，神戸大学ホノルル拠点のある JAIMS (Japan-America Institute of 

Management Science) において，神戸大学ホノルル拠点第 3 回シンポジウム 

"Agricultural Science for Sustainable Global Development and Healthy 

Society" を開催しました。オープニングでは，本学米州交流室教員の白井康仁農

学研究科教授の司会の下，下村研一米州交流室長と Steve Goddard（スティーブ・

ゴーダッド）ネブラスカ大学リンカーン校前副学長・現工学部教授が挨拶し，米

州および環太平洋地域における大学が相互の関心に基づく協力関係を樹立し，交

流を通じて新しい研究教育の可能性を共同で考究することの重要性，ならびに本

シンポジウムが参加研究者の研究活動の活性化と研究内容の深度化に資する機会

となることへの期待が語られました。その後，本シンポジウム全セッションにお

いて参加協力のあったネブラスカ大学リンカーン校の Josh Davis（ジョシュ・デ

イビス）国際担当副学長補佐と Tala Awada （タラ・アワダ）農業・天然資源研究

所農業研究部門副学部長から学校紹介があり，同校のグローバル化，国際戦略，

農学系研究部門の概要説明がありました。 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_11_28_04.html） 

 

【３】研究ニュース 

（１）世界初，神戸大学とウシオ電機が人体正常皮膚への 222nm 紫外線直接照射で，障

害なく常在菌の殺菌に成功 

神戸大学大学院医学研究科外科系講座整形外科学 黒田教授グループ（所在地：

兵庫県神戸市，以下 神戸大学医学部）と，ウシオ電機株式会社（本社：東京都 代

表取締役社長：浜島 健爾，以下 ウシオ）は，世界で初めて，500mJ/㎝ 2の 222nm 

UVC 紫外線を人体正常皮膚に直接照射し，急性障害である紅斑の発生なく常在菌を

殺菌することに成功しました。 

222nm と 254nm の皮膚への照射イメージ 

 

○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_11_14_01.html） 

 

（２）タンパク質に含まれる金属イオンの電子状態を微量の溶液から分析できる新手

法を開発 

神戸大学大学院理学研究科の大道英二准教授，大学院生・岡本翔さん，大阪大学

大学院理学研究科の水谷泰久教授らの研究グループは，金属イオンを含むタンパ

ク質の電子状態を微量の溶液でも決定できる新しい分析手法の開発に成功しまし

た。 

この研究成果は，11月 28 日 (現地時間) に，国際学術雑誌「Applied Physics 

Letters」に掲載されました。特に注目度の高い論文として「Editor’s Pick」に

選出されています。 

 

○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_11_29_01.html） 
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★「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。 

 

 

★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   

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/
https://www.kobe-u.com/alumni/

