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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）第１４回神戸大学ホームカミングデイの案内（詳細を掲載） 

（２）神戸大学広報誌「風」1３号を発行 

（３）令和元年度「優秀若手研究者賞」の受賞者が決定 

（４）KUC 8 月講演会と懇親会報告 

 

【２】お知らせ 

 （１）さくらサイエンスプラン「短期研究室インターンシップによる物質材料 

研究と計測評価技術」を実施 

（２）国際交流基金ブダペスト日本文化センターから訪問 

（３）平成 30年度特別研究員等審査会専門委員(書面担当) を表彰 

（４）2019 Kobe University Study Program を実施 

（５）ジョージア工科大学と共同で 

Japan Summer Program in Sustainable Development 2019 を開催 

（６）KANSAI&HUBEI 関西地区「対話湖北」交流イベントに参加 

 

【３】研究ニュース 

 （１）咲かないラン「アマミヤツシロラン」を発見 

（２）日本最古の鉱床から新鉱物を発見！！  

〜放射光 X線回折実験により、新しいタイプの結晶構造と判明〜 

 （３）地層「千葉セクション」の審査状況について (2019 年 8月)  

～“国際境界模式層断面とポイント”認定に向け、第 3段階の審査機関 

に申請書を提出～ 

 

 

【１】トピックス 

（１）第１４回神戸大学ホームカミングデイの案内（詳細を掲載） 

2019 年 10 月 26 日開催の第１４回ホームカミングデイの詳細を掲載しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/2019/index.html） 

神戸大学学友会ニュースレター 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/2019/index.html
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（２）神戸大学広報誌「風」1３号を発行 

神戸大学広報誌「風」13号を発行しました。 

以下のサイトでも PDF ファイルを公開していますので，是非ご覧ください。 

巻頭の第 1特集は、『百年都市、千年都市のグランドデザインをつくる』。 

広範な研究分野を融合する「未来都市都市学研究ユニット」をクローズアップ

しています。 

第 2 特集は大学院システム情報学研究科の貝原俊也教授に、「価値共創によ

る新しいものづくり」についてお話をうかがいました。 

[神大生の挑戦] ではアメフト部・レイバンズに

所属し、フードトラックを一人で経営する規格外の

学生に、学生広報チームのメンバーがインタビュー

しました。 

その他にも「KOBE 教育」、「キラリ神大 OG・OB」、

神大うりぼー新グッズ情報など、様々なコンテンツ

を掲載しています。是非ご覧になって、広報課に感

想をお寄せください。 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_08_01_01.html） 

 

 （３）令和元年度「優秀若手研究者賞」の受賞者が決定 

神戸大学では、卓越した業績を挙げた若手研究者が、将来本学の研究リーダ

ーとして活躍することを期待し、また若手研究者らの活性化を図るため、その

研究結果・積み重ねに対して表彰を行う「優秀若手研究者賞」を、毎年実施し

ております。 

本年度は 7月に審査が行われ、このたび受賞者が決定しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_08_08_08.html） 

 

 （４） KUC 8 月講演会と懇親会報告 

令和元年の 8月講演会は 22日（木）に「楠公会館」において開催しました。 

参加者は凌霜会、KTC、紫陽会、六篠会などの卒業生 54名でした。 

講演会は神戸大学海洋底探査センター長 巽好幸教授が「世界一の地震大

国・火山大国に暮らす覚悟」について講演をされました。7,300 年前に南九

州で起きた超巨大噴火により、南九州縄文人が絶滅したと言われています。

今、起これば①2 時間以内に 700 万人瞬殺②1 日以内に 4,000 万人埋没③2

日で本州ライフライン停止④１億 2,000 万人が生活不能⑤救援活動はほぼ

不可能。 

そして大事なことは、「それらを理解し『覚悟』を持って暮らすことが大

切です。覚悟は諦念ではありません。将来の大きな試練にどう対処するか、

みんなで考えねばなりません。」と話されました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_08_08_08.html
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【２】お知らせ 

 （１）さくらサイエンスプラン「短期研究室インターンシップによる物質材料研究と 

計測評価技術」を実施 

理学研究科と工学研究科の共同で、7月 29 日から 8月 3日にかけて、科学技術

振興機構（JST）日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラ

ン)の支援により、科学技術体験コース「短期研究室インターンシップによる物

質材料研究と計測評価技術」を実施しました。 

タイ王国のタマサート大学シリントン国際工学部から学部生 4 名、大学院生 

2 名、引率教員 1 名、フィリピン共和国のフィリピン大学ロスバニョス校から学

部生 2名、引率教員 1名、シンガポール共和国のナンヤン工科大学から学部生 2

名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_08_19_01.html） 

 

 （２）国際交流基金ブダペスト日本文化センターから訪問 

7 月 23 日、多田早苗国際交流基金ブダペスト日本文化センター所長が吉井昌

彦理事（国際担当）を表敬訪問しました。懇談には、増本浩子副学長（国際連携・

国際教育担当）、油井清光人文学研究科名誉教授が同席しました。 

 

 

学長室での記念撮影 

 

講演される巽 好幸教授 講演会の様子 
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神戸大学と国際交流基金ブダペスト日本文化センターは、2016 年 11 月にハン

ガリーの首都ブダペストでオリンピックに関する講演会を共催して以来、積極的

に共同国際交流事業を開催してきました。また、2017 年には覚書を締結し、同セ

ンターにて学生が国際的な就業体験を行うインターンシッププログラムを開始

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_08_20_01.html） 

 

 （３）平成 30年度特別研究員等審査会専門委員(書面担当) を表彰 

平成 30 年度特別研究員等審査会専門委員(書面担当)の表彰者が発表され、本

学から上野成利教授(国際文化学研究科)、早田次郎教授(理学研究科)の 2名が選

ばれました。 

日本学術振興会が、専門委員の中から書面審査において有意義な審査意見を付 

すなどした功労者を選出して表彰するもので、本学ではこれを受けて 7 月 29 日

に表彰式が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_08_13_01.html） 

 

 

武田学長(左)と理学研究科の早田次郎教授 
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（４）2019 Kobe University Study Program を実施 

神戸大学国際連携推進機構国際教育総合センタープログラムコーディネート

部門は、7月 15 日から 27 日までの 2週間、日本の大学への留学に興味を持つ、

海外の学部生・大学院生を対象に日本の歴史と文化、本学の教育および神戸、関

西を知ってもらう機会を提供することを目的とした教育体験サマープログラム

「2019 Kobe University Study Program」を実施しました。 

北京大学、復旦大学、天津大学、中国メディア大学など 11の大学から 36名の

学部生・大学院生が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_08_22_02.html） 

 

 （５）ジョージア工科大学と共同で Japan Summer Program in Sustainable Development 

2019 を開催 

本学では今年度より、ジョージア工科大学との連携プログラム Japan Summer 

Program in Sustainable Development 2019 (JSPSD)を実施することになりました。

持続可能な発展と大都市や地方の直面する課題を探求することを目的として、問題

解決型学習（Problem Based Learning）形式でジョージア工科大学の学生、本学の

学生が共同で授業に参加するプログラムです。 

ジョージア工科大学からは、Brian Woodall（ブライアン・ウドール）リベラル

アーツカレッジ国際学部教授他４名の教員、14名の学生が来日しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_08_22_01.html） 
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 （６）KANSAI&HUBEI 関西地区「対話湖北」交流イベントに参加 

8月 1日～3日、中国湖北省にて KANSAI&HUBEI 関西地区「対話湖北」交流イベ 

ントが開催され、本学からは、吉井昌彦国際担当理事と黄磷アジア総合学術セン

ター副センター長が参加しました。 

関西地区と湖北省をはじめとする中国中部地区との初の交流イベントとして、 

関西地区の大学、企業、自治体、議会、マスコミ、友好団体および華僑華人団体

で構成された総勢 150 名規模の訪中団が湖北省の武漢市や襄陽市などを訪れ、3

日間、多方面にわたる交流活動を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_08_27_01.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）咲かないラン「アマミヤツシロラン」を発見 

神戸大学大学院理学研究科の末次健司准教授と奄美大島の在野の植物研究家

の森田秀一氏、田代洋平氏、原千代子氏と山室一樹氏からなる研究グループは、

奄美大島と徳之島において未知のラン科植物を発見しました。 

この植物は、ラン科オニノヤガラ属に属するタブガワヤツシロランに似るもの 

の、花が開かずに結実する点で本種とは異なると考えられました。内部構造を詳

しく検討したところ、咲かないだけではなく、唇弁などの花びらの形もタブガワ

ヤツシロランと違いがみられることがわかりました。このため、新種の植物とし

て「アマミヤツシロラン」と命名しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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_08_02_01.html） 
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 （２）日本最古の鉱床から新鉱物を発見！！  

〜放射光 X線回折実験により、新しいタイプの結晶構造と判明〜 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 野崎達生グループリーダー代理（神戸大

学大学院理学研究科惑星学専攻客員准教授）らによる共同研究グループは、日本

最古の日立鉱山不動滝鉱床の鉱石から新鉱物を発見し、「日立鉱」と命名しまし

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_08_07_01.html） 

 

 （３）地層「千葉セクション」の審査状況について (2019 年 8月)  

～“国際境界模式層断面とポイント”認定に向け、第 3 段階の審査機関に申請  

書を提出～ 

22 機関 35 名の研究者からなる研究チームは、千葉県市原市の地層「千葉セク

ション」の、地質時代の下部−中部更新統境界国際境界模式層断面とポイント 

(GSSP) 認定に向け、8 月 15 日、国際地質科学連合 (IUGS) の国際層序委員会 

(ICS) に提案申請書を提出しました。ICS での審査は GSSP の審査の 4 ステップ

中、3つめのステップにあたります。 

神戸大学からは、内海域環境教育研究センター 兵頭政幸教授が千葉セクショ

ンの共同申請者の一人として本研究に携わっています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_08_19_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/

