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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）デトロイト支部 同窓会を開催 

（２）経済学部の唐治谷雄大さんが「第 12回全日本テコンドー選手権大会」で 3

位入賞 

【２】お知らせ 

（１）国際交流基金ブダペスト日本文化センターと学術イベントを共催 

（２）油井清光学長補佐(国際連携担当)がエトヴェシュ・ロラーンド大学(ハンガリ

ー)を表敬訪問 

（３）駐日バングラデシュ大使が来学 

【３】研究ニュース 

（１）糖尿病で筋肉が減少するメカニズムを解明 

（２）食糧生産に甚大な被害をもたらす寄生植物ストライガの養水分収奪機構を解

明 ～”魔女の雑草”防除方法の開発に期待～ 

 

 

【１】トピックス 

（１）デトロイト支部 同窓会を開催しました 

日 時 ： 2019 年 2月 23 日（土） 

場 所 ： Sean O’ Callaghan’s Public House & Pizza e Vino Napolitana,  
Plymouth, Michigan 

参加者 ： 中村 久爾子〈1982 法〉 

山田   守（1982 経営） 

伊吹 正紀（1986 院・工） 

瀬川   恵（1993 教育） 

樋口   崇（1996 工） 

Martha Hickey（2014 院・国際文化学研究科） 

 

本年最初の同窓夕食会を，3 ヶ月前に昨年最後の同窓会を開いたレストランの

ピザが他に例を見ないほど美味であったため，もう一度ということで，風が吹い

て体感温度-10 度の土曜日の夜集合しました。しかしながら，近年，Detroit 地

域のレストランは予約を取ってくれないところが多く，ここも例外ではなく，土

神戸大学学友会ニュースレター 
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【２】お知らせ 

（１）国際交流基金ブダペスト日本文化センターと学術イベントを共催しました 

曜日の夕方の waiting list は長蛇の列で，急遽，近所の Irish restaurant に場

所替えをしての開催となりました。 

ここでは，今回，初参加のメンバー二人のうちの一人が，神戸大学に一年間留

学して，オランダの Leiden University（1575 年創立）で異文化間コミュニケー

ションの教育修士号を取得した卒業生であったことから，オランダ人の人口・宗

教・EU観・食品・堤防などについての話から，アメリカ人とオランダ人の労働や

家族に対する姿勢の違いなどについて聞きました。 

また，トランプ政権の実施している関税が，当地で中国から製品を輸入してい

る企業の 2018 年の収支に大きな悪影響を及ぼしたこと，日米経営陣の労働と報

酬の格差，Detroit 市内で例年 Auto Show が開かれる COBO Hall の naming right

を地元の銀行が買い，名前が変わること，Detroit 発祥のデパート，Hudson’s

（現在のMacy’s）の跡地に 30数階建ての超高層ビルが着工されたこと，Detroit 

Marathon に参加するメンバー三人の抱負などが話題になりました。 

9時を回っていましたが，名物の薄

生地ピザとワイン用に葡萄が絞られ

た後の皮・茎・種などから造られる蒸

留酒 grappa を求めて，二次会と称し

て最初の Italian restaurant へ移動

し，さらに小一時間，歓談して閉会と

なりました。 

次回は，初夏になる予定ですが，卒

業生・現役生・留学生を問わず，

Detroitを訪問される機会がありまし

たら，大歓迎いたしますので，学友会

を通してぜひご連絡ください。 

 

（２）経済学部の唐治谷雄大さんが「第 12回全日本テコンドー選手権大会」で 3位

入賞しました 

2 月 17 日に千葉ポートアリーナで開かれた「第 12 回全日本テコンドー選手権

大会」で，本学経済学部 1回生の唐治谷（とじたに）雄大さんが，キョルギ種目

男子 74kg 級で 3位に入賞しました。 

唐治谷さんは昨年 9 月に開催された

全日本学生大会では，優勝の快挙を成

し遂げており，それに続く好成績とな

りました。 

インタビューでは，今回の大会につ

いて「準決勝の後半でスタミナがもた

なかったが，ずっと笑顔で試合に臨む

ことができ，楽しめた」と振り返り，

「次の大会までは，自分の音楽活動に

励みたい」と明るく話しました。 
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神戸大学は 2 月 2 日－3 日，ハンガリー・ブダペストにて，「Network Meeting 

for Japanese Studies in Central-Eastern Europe in Budapest」を国際交流基

金ブダペスト日本文化センターと共催しました。 

本イベントでは，中東欧諸国の日本学課程を有する代表的な大学の学科長が一

堂に会し，日本研究及び日本学教育の現状を協議しました。神戸大学からは油井

清光学長補佐(国際連携担当)がイベント全体のモデレーターを務め，市澤哲人文

学研究科教授が，「Reconsideration of Princess Mononoke – A Historian’s 

perspective」と題した特別講演を行い，POP カルチャーに見る日本文化の影響を

紹介しました。POP カルチャーと日本研究をいかにして結びつけるか，日本学を学

ぶ学生のキャリア形成など，参加者間で日本研究の現状と課題が討議されました。

市澤教授の特別講演は，課題解決のための参考事例になるとして参加者の好評を

博しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_02_14_02.html） 

 

（２）油井清光学長補佐(国際連携担当)がエトヴェシュ・ロラーンド大学(ハンガリー)

を表敬訪問しました 

油井清光学長補佐(国際連携担当)がエトヴェシュ・ロラーンド大学(エルテ大

学)を表敬訪問しました。

エルテ大学は，ハンガリ

ー・ブダペストに所在する

1635 年創立の総合大学で

あり，2017 年 11 月 10 日

に，武田廣学長が同大学を

表敬訪問し，本学にとって

のハンガリーでの第一校

目の協定校として大学間

学術交流協定を締結しま

した。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_02_14_01.html） 

 

（３）駐日バングラデシュ大使が来学しました 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_02_14_02.html
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2 月 13 日，Rabab Fatima（ラバブ・ファティマ）駐日バングラデシュ大使が，

武田廣学長を表敬訪問しました。懇談には，Sahida Akter（サヒダ・アクタル）経

済公使，Tushita Chakma（トシタ・チャクマ一）一等書記官が同席し，本学からは

吉井昌彦副学長と陳光輝国際協力研究科長が出席しました。 

ファティマ大使からは，バングラデシュから日本への派遣する留学生数の増加

を支援していく意向が示されるとともに，自然災害に対するリスクマネジメント

や被害からの復旧・復興対策等，日本の質の高い技術や知見が共有される学術研

究交流が活発化することへの期待

が述べられました。本学側からは，

バングラデシュの大学との学生交

流や研究者交流の状況を紹介しま

した。両者は，急速な発展を遂げて

いるバングラデシュの経済，貿易，

投資，女性の社会参画促進等，幅広

い分野で意見交換を行い，ファテ

ィマ大使からは大使館が開催する

社会経済開発に関するセミナーの

紹介もありました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_02_18_01.html） 

 

【３】研究ニュース 

（１）糖尿病で筋肉が減少するメカニズムを解明 

神戸大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌内科学部門の小川渉教授らの研究グ

ループは，糖尿病で筋肉量が減少するメカニズムを世界で初めて明らかにしまし

た。筋肉の減少により活動能力が低下すると，様々な病気にかかりやすくなり，

寿命の短縮に繋がります。糖尿病患者は筋肉が減少しやすいことが知られていま

すが，そのメカニズムは明らかではありませんでした。 

今回の研究では，血糖値の上昇が，WWP1 と KLF15 という 2つのタンパクの働き

を通じて，筋肉を減少させることが初めて明らかとなりました。これらのタンパ

クに作用する薬剤を開発できれば，筋肉減少に対する治療薬になることが期待さ

れます。この研究成果は，2月 21 日午前 9時(米国東部標準時，日本時間 23時)に

米国科学雑誌「JCI Insight」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/2019_02_22_01.html） 

 

（２）食糧生産に甚大な被害をもたらす寄生植物ストライガの養水分収奪機構を解明 

～”魔女の雑草”防除方法の開発に期待～ 

地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS 注 1）の一環として，

神戸大学大学院農学研究科の杉本幸裕教授の研究グループは，宇都宮大学バイオ

サイエンス教育研究センターの岡本昌憲助教らとの共同研究により，サブサハラ

アフリカ地域で食糧生産に甚大な被害をもたらしている根寄生雑草 Striga 

hermonthica（ストライガ 注 2）が，高い蒸散 注 3 を維持するために特異なタン
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パク質を持っていることを発見しました。ストライガは宿主から吸い上げて自身

に向かう蒸散流によって養水分を収奪していると考えられることから，このタン

パク質はストライガ防除方法の開発に向けた新たな標的になると期待されます。 

この研究成果は，2月 26 日（日本時間）に，国際学術雑誌「Nature Plants」に

掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストライガの被害が深刻なソルガム畑（スーダン） 

ストライガの養水分収奪モデル 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_02_26_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。 

 

 

★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 

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_02_26_01.html
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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   


