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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）平成 30年度学位記授与式 (卒業式)を挙行 

（２）オフショアセーリング部が ANIORU'S CUP 2019 で優勝 ――昨年の雪辱果た

す 

【２】お知らせ 

（１）クラウドファンディング業務提携契約を締結 巽好幸教授の研究プロジェ

クトでサポーター募集を開始 

（２）ハンブルク工科大学及びキール大学を訪問 

（３）NEDO と起業家支援に係る相互協力の覚書を締結 

（４）株式会社辰巳商會とネーミングライツに関する協定を締結 

（５）ベトナム神戸大学同窓会ハノイ地区との交流会を開催  

（６）国民経済大学を表敬訪問  

（７）貿易大学を表敬訪問 

【３】研究ニュース 

（１）酵母を用いて木材パルプからキシリトールとセルロースファイバーの併産

に成功 ―環境にやさしい物質製造プロセスの開発― 

（２）小惑星探査機「はやぶさ２」観測成果論文 3編が Science 誌に掲載 

（３）光合成の効率が生物により大きく異なる原因を解明 ― CO2 固定酵素ルビス

コの CO2 識別能に関わる構造を発見 ― 

【４】受賞等 

（１）川井浩史教授が日本藻類学会学術賞（山田賞）を受賞 

（２）源利文准教授が第 36回村尾育英会学術賞を受賞 

 

 

【１】トピックス 

 

（１）平成 30年度学位記授与式 (卒業式)を挙行しました 

神戸大学は 3月 26 日(火)，平成 30 年度の学位記授与式を，神戸ポートアイラ

ンドホール (ワールド記念ホール) で挙行しました。 

学部卒業生 2,553 名，大学院修士・博士前期課程修了生 1,164 名，法学研究科

及び経営学研究科の専門職学位課程修了生 63 名に，学士，修士及び専門職学位

神戸大学学友会ニュースレター 
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【２】お知らせ 

（１）クラウドファンディング業務提携契約を締結 巽好幸教授の研究プロジェクト

でサポーター募集を開始しました 

アカデミスト株式会社と，寄付金獲得に向けてクラウドファンディング業務提

携契約を締結  

巽好幸教授 (海洋底探査センター長) の研究プロジェクトでサポーター募集を

開始  

の学位が授与されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_26_03.html） 

 

（２）オフショアセーリング部が ANIORU'S CUP 2019 で優勝 ――昨年の雪辱果たす 

3月 1日から 4日にかけて神奈川県の葉山沖で開催された ANIORU'S CUP 2019 

(全日本学生外洋帆走選手権)で，神戸大学オフショアセーリング部が優勝しまし

た。12 レース中 10 レースで 1 位を獲

得しての優勝で，昨年の同大会で惜し

くも3位に終わった雪辱を果たしまし

た。 

レースは，風上と風下に 4～5キロメ

ートル離れて設置されたブイの間を 2

周する「インショアレース」。葉山ヨッ

ト ク ラ ブ 所 有 の 同 一 艇 ヨ ッ ト

(YAMAHA30S：全長約 9メートル)6艇で

レースが行われました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_19_02.html） 
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日本初の学術系クラウドファンディングサービス「academist」を運営するアカ

デミスト株式会社（本社：東京都千代田区，代表取締役 CEO：柴藤亮介，以下 ア

カデミスト）と国立大学法人神戸大学（所在地：兵庫県神戸市，学長：武田廣）は

この度，寄付金獲得による研究推進を目的として，寄付型のクラウドファンディ

ングプロジェクト「地震を起こす海底活断層を，大阪湾全域で探査する！」につ

いて業務提携契約を締結し，サポーターの募集を開始いたします。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_15_02.html） 

 

（２）ハンブルク工科大学及びキール大学を訪問しました 

2 月 28 日，井上典之副学長・国際担当理事及び，冨山明男工学研究科長，水畑

穣工学研究科教授がドイツのハンブルク工科大学を訪問しました。 

ハンブルク工科大学と神戸大学は 2018 年 2月に大学間学術交流協定を締結して

います。懇談では，Hendrik Brinksma ハンブルク工科大学長から歓迎の言葉が述

べられた後，Michael Schlüter 教授からこれまでの両大学の交流についての説明

が行われ，続いて 2018 年 8月に締結された学生交流実施細則に基づき更に学生間

の交流を活発にするため，相互の

大学のプログラムの紹介が行われ

ました。今回の訪問には，日本学術

振興会ボン研究連絡センターか

ら，林正彦センター長，出口智子副

センター長も参加し，2019年 12月

に実施予定の神戸大学，ハンブル

ク工科大学を中心とした日独学術

コロキアムについての話し合いも

行われました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_19_04.html） 

 

（３）NEDO と起業家支援に係る相互協力の覚書を締結しました 

3月 18 日，神戸大学と NEDO（国立研究開

発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構）との間で，神戸大学発ベンチャーの創

出や起業家・イノベーション支援人材の育

成などで相互に協力し連携することを合

意し，「起業家支援に係る相互協力の覚書」

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_03_19_03.html） 
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（４）株式会社辰巳商會とネーミングライツに関する協定を締結しました 

～学生フリールームの新名称は「TATSUMI Lounge」～  

本学は，株式会社辰巳商會(本社：大阪市港区，代表取締役社長 溝江輝美様，

以下「辰巳商會」と記載)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」(以下：「協定」と記

載)を平成 31年 2月 18 日に締結し，3月 7日に開設記念式典を行いました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_22_01.html） 

 

（５）ベトナム神戸大学同窓会ハノイ地区との交流会が開催されました  

3 月 10 日，ベトナム･ハノイにて藤田誠一理事（教育担当）及び井上典之理事

（国際担当）が，ハノイ同窓会との交流会に参加しました。 

交流会にはベトナム神戸大学同窓会ハノイ地区のレ・ヴィエト・チュン会長を

はじめ，約 30 名の同窓生が参加しました。チュン会長からの歓迎の挨拶に続き，

藤田理事からハノイにある神戸大学の協定校との交流状況について説明がありま

した。その後は，留学時代の思い出話をしながら，様々な分野で活躍している同

窓生からの近況報告がなされました。 

このような交流活動を定期的に実施することを通じて，本学の国際的なネット

ワークがより一層強化されることが期待されます。 

 

（６）国民経済大学を表敬訪問しました  

3 月 12 日，井上典之理事（国際担当）およ

び藤田誠一理事（教育担当）が本学の協定校

であるベトナム・ハノイにある国民経済大学

のファム・ホン・チュン副学長を表敬訪問し

ました。 

国民経済大学は 1956 年に金融経済大学と

して設立された国立大学で，1985 年に現在
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の名称へと変更し，現在では経済学，公共経営学および経営学におけるベトナム

の主要な大学の一つです。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_27_02.html） 

 

（７）貿易大学を表敬訪問しました 

3 月 11 日，藤田誠一理事（教育担当）および井上典之理事（国際担当）が本学

の協定校であるベトナム・ハノイの貿易大学のグエン・トゥ・トィ副学長および

ダオ・ティ・トゥ・ジャン副学長を表敬訪問しました。 

貿易大学は 1960 年に設立された国立

大学で，ハノイ，ホーチミン市及びクア

ンニン市にもキャンパスを持ち，経済学，

経営学，マーケティング，金融から，法

律や外国語など，幅広い分野を学ぶこと

ができる大学です。2015 年 4月に 3番目

の海外拠点として，貿易大学の校内にハ

ノイ神戸大学連絡拠点を設置しました 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_03_27_03.html） 

 

【３】研究ニュース 

（１）酵母を用いて木材パルプからキシリトールとセルロースファイバーの併産に成

功 ―環境にやさしい物質製造プロセスの開発― 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科のGUIRIMAND-TANAKA Gregory特

命助教，近藤昭彦教授，先端バイオ工学研究センターの蓮沼誠久教授らの研究グ

ループは，細胞表層を加工した新規酵母細胞を用いることで，製紙過程で生成す

るクラフトパルプを汎用化学品（キシリトール）と高純度セルロースファイバー

に変換することに成功しました。この発見は，環境にやさしく，持続可能な素材

製造に貢献することが期待されます。 

この研究成果は，3月 4日に，英国王立化学会の国際科学誌「Green Chemistry」

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_03_18_01.html） 

 

（２）小惑星探査機「はやぶさ２」観測成果論文 3編が Science 誌に掲載 

小惑星探査機「はやぶさ２」による小惑星 Ryugu（リュウグウ）の探査活動に基

づく初期成果をまとめた 3編の論文が，Science（サイエンス）誌のウェブサイト

に 2019 年 3月 19 日（日本時間 3月 20 日）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/2019_03_20_03.html） 
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http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_03_18_01.html
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（３）光合成の効率が生物により大きく異なる原因を解明 ― CO2 固定酵素ルビスコ

の CO2 識別能に関わる構造を発見 ― 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の蘆田弘樹准教授は，奈良先端科学技術

大学院大学の橫田明穂名誉教授，大阪大学工学研究科の溝端栄一講師らとの共同

研究により，生物の光合成能力差に大きく影響を与える，CO2 固定酵素ルビスコ※

1のCO2識別能力に活性部位※2表面の電荷分布が関与していることを明らかにし

ました。これまで，ルビスコの CO2 識別能力が光合成生物によって多様であるこ

とが知られていましたが，その原因を明らかにしたのは本研究が世界で初めてで

す。 

今後，本研究成果により，ルビスコの CO2 固定能が改良され，植物の光合成能

力向上，食料の増産や低炭素化などへ応用されることが期待されます。 

本研究成果は，2月 28 日発行の国際誌「Biochemical Society Transactions」

2月号に掲載されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_03_25_01.html） 

 

【４】受賞等 

（１）川井浩史教授が日本学会学術賞（山田賞）を受賞しました 

受賞者： 内海域環境教育 

 

研究センター・センター長 川井浩史 教授 

受賞日： 2019 年 3月 16 日 

受賞名： 日本藻類学会学術賞（山田賞） 

業績名： 藻類学における研究成果 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_03_20_01.html） 

 

（２）源利文准教授が第 36回村尾育英会学術賞を受賞しました 

受賞者： 人間発達環境学研究科 源利文准教授 

受賞日： 2019 年 3月 9日 

受賞名： 第 36 回村尾育英会学術賞 

業績名： 環境 DNA を用いた生物分布把握法の開発 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_03_20_02.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。 

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_03_25_01.html
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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/

