
1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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）神戸大学が釜石市から感謝状を贈呈 

 

【２】お知らせ 

 （１）「2019 キャンパスアジア・プログラム 年次シンポジウム in 神戸大学」 

を開催 

（２）ワークショップ「The Rule of Law, Democracy and Constitutionalism: 

 Dialogue between Japan and Europe」を開催 

（３）「第 11回日中学長会議」に参加 

（４）バベシュ・ボヨイ大学 100 周年記念式典に参加 

（５）日本・イタリア大学間関係強化促進会議に参加 

（６）ナミビア大学から訪問 

（７）経済学部 4年生の萬谷光一さんがバベシュ・ボヨイ大学のビジネス学部 

および日本文化センターから感謝状を贈呈 

 

【３】研究ニュース 

 （１）コンピュータシミュレーションと数理モデルで抗がん剤の副作用予測を実現 

（２）piRNA 抗ウイルス免疫に関するレビュー 

（３）天体衝突イベント由来の新たなエジェクタ層を中新世の深海堆積物から発見 

― 約 1,160 万年前の生物大量絶滅イベントの原因解明か ― 

 

【４】受賞等 

 （１）的崎 尚教授が 2019 年度兵庫県科学賞を受賞 

 （２）山口悦司准教授が日本理科教育学会賞を受賞 

 

 

 

 

 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

（１）デトロイト支部同窓会を開催 

日時：2019 年 11 月 17 日（日） 

場所：The Sardine Room, Plymouth, Michigan 

気象観測データを更新する低気温-14 度と早期積雪 25cm を記録した 11 月

中旬の Detroit で本年 3回目の同窓会を、Detroit の西郊外 Plymouth 市のダ

ウンタウンにある seafood レストランで、日曜日の brunch hour に集合しま

した。当地ではこの時期の典型的な曇天のもと、11時の集合でしたが、その

時点でもほぼ満席でした。 

レストランの前には Kellogg Parkという公園があり、毎冬恒例のPlymouth 

Ice Festival（氷の彫刻展）が 2020 年は、1月 10 日(金)からの三日間開催

されます。氷の彫刻自体は festival が終わった後でも天候が悪化し（暖かく

なら）ない限り、存在します。彫刻展には、ときどき日本から参加する artist

も見られます。 

今回の同窓会参加者は在米期間がそれぞれ 30年、25年、10年、5年、3年

の会員でそれぞれの米国人観、日本人観に触れながら、日米それぞれの学卒

者の年収が職務責任に相応したものかどうか、ある日本企業の社内会議に米

国人職員を引き入れると、質問の数が圧倒的に減るので、日本人担当者同士

で、pre-meeting を開くことがある、また、日本の顧客との電話会議などで

は、当地での担当者は一人で毎日別の顧客との電話会議になるため、時間外

労働は当たり前など、日本企業特有の労働慣習が存在することなどが話題に

なりました。 

さらに、近年、誘拐や殺人の報道の増すメキシコへの出張経験者も複数あ

り、メキシコは航空路線がすべて Mexico City を Hub にしているため、複数

の土地を訪問する場合、Mexico City の空港内にあるホテルにしか泊まらな

いようにするなど、防衛対策を取っていることが伝えられました。 

次回は、新春になる予定で

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。 

 

 

参加者： 

中村 久爾子（1982 法） 

山田 守  （1982 経営） 

伊吹 正紀 （1986 院・工） 

浜岡 栄治 （1986 工） 

榎本 守彦 （1994 経済） 

Olga Yamada （山田守夫人） 

（山田・中村記） 
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【２】お知らせ 

 （１）「2019 キャンパスアジア・プログラム 年次シンポジウム in 神戸大学」を 

開催 

神戸大学キャンパスアジア・プログラムは 11月 8日に、中国の復旦大学、韓

国の高麗大学校と「2019 キャンパスアジア・プログラム 年次シンポジウム in 

神戸大学」を開催しました。キャンパスアジア・プログラムは、リスク・マネ

ジメント専門家養成プログラムをこの 3大学で共同実施しているものです。 

シンポジウムは、キャンパスアジア・プログラムの今後の展開について話し

合うとともに、プログラム参加学生の研究成果を発表する場として毎年開催し

ており、3 大学の教員および学生が積極的に交流できる機会として重要な役割

を担っています。2011 年に同プログラムがスタートしてから、神戸での開催は

今回が 3回目となりました。今回のシンポジウムには、教職員・学生ら約 50名

が参加しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_14_03.html） 

 （２）神戸大学が釜石市から感謝状を贈呈 

岩手県釜石市から、このたび神戸大学のボランティア活動に対して、感謝状

が贈呈されました。 

11 月 15 日に釜石市の窪田 優一副市長一行が本学を訪れ、武田 廣学長と「神

戸大学東北ボランティアバスプロジェクト」代表の学生が、並んで感謝状を受

け取りました。 

窪田副市長らを迎えて関係者らが学長室に集まり、武田学長のほか、杉村 和

朗理事（病院・学生・危機管理担当）、南 知惠子キャリアセンター長と、同プ

ロジェクトの所属学生 4名が同席しました。窪田副市長から今回の経緯につい

ての説明とともに、感謝の意が伝えられました。活動報告を行った学生達も、

お土産を手渡されると笑顔で答え、終始和やかな雰囲気の中で懇談が行われま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_15_01.html） 
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 （２）ワークショップ「The Rule of Law, Democracy and Constitutionalism:  

Dialogue between Japan and Europe」を開催 

10 月 31 日と 11 月 1 日にブリュッセルオフィスにおいて、ワークショップ

「The Rule of Law, Democracy and Constitutionalism: Dialogue between 

Japan and Europe」が開催されました。2019 年は、日本では新天皇陛下が即位

し、欧州ではベルリンの壁崩壊や、ポーランドでの初めての自由選挙から 30周

年であるなど歴史上重要な年です。しかし近年は、日欧双方で、法による支配

の原則や民主主義を含む立憲政治が揺らいでいます。日本では憲法改正が重大

な政治上の問題となっており、欧州では移民・難民問題により大衆主義が急激

に高まっており、反ＥＵ思想の政党が増えています。このワークショップは、

このような背景を受け、法

による支配、民主主義や人

権保障といった立憲政治

の原則の規範的内容を再

考することを目的とした

ものです。 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_18_03.html） 

 

 （３）「第 11回日中学長会議」に参加 

11 月 5日～6日、リーガロイヤルホテル東京において、「第 11回日中学長会議」

が開催され、本学からは武田 廣学長が出席し、黄 磷国際連携推進機構アジア総

合学術センター副センター長、米沢 竜也同センター特命助教及び桑原 達也国際

部長が同行しました。同会議は、日中双方の大学長等が一堂に会し、共通の課題

等について話し合うもので、2000 年から日中両国において隔年で開催されていま

す。今年は、日本側からは24

機関、中国側からは 19機関

の参加がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_19_01.html） 
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 （４）バベシュ・ボヨイ大学 100 周年記念式典に参加 

11 月 4 日、クルージュ・ナポカ市（ルーマニア）にあるバベシュ・ボヨイ大

学（1581 年設立）でルーマニアの大学になり 100 周年を祝う式典が開催され、

吉井 昌彦理事（国際・評価担当）が出席しました。同大学とは 1998 年に大学間

協定が締結され、国際文化学研究科・国際人間学部、経済学部が中心となり、学

生・教員交流が活発に行われてきました。また、2018 年 5 月には、同大学日本

文化センター内と本学国際連携推進機構内に、それぞれの大学海外拠点として、

神戸大学/バベシュ・ボヨイ大学国際協力センターが設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_20_01.html） 

 

（５）日本・イタリア大学間関係強化促進会議に参加 

11 月 11 日、増本 浩子副学長(国際連携・国際教育担当)がイタリア文化会館で

イタリア留学フェア関連事業として開催された日本・イタリア大学間関係強化促

進会議に出席しました。 

「両国の大学における国際化と共同教育プログラム展望について」と題した同

会議は、日伊双方の大学長が一堂に会し、共通の課題等について話し合うもので、

日本側 25 大学、イタリア側 20 大学が参加しました。会議では、両国の大学の国

際化における取組みが紹介され、共同教育プログラム等に関する活発な意見交換

が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_20_01.html


6 
 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_20_02.html） 

 

 （６）ナミビア大学から訪問 

10 月 27 日から 11月 1日にかけて、ナミビア大学 (University of Namibia、

UNAM) のフランス・パセンド博士が神戸大学海事科学研究科を訪問しました。 

機関シミュレータや操船シミュレータ、海事環境管理研究室、静電加速器実験

棟等を見学して周った後、学部生を対象に特別講義を行いました。29 日にはナ

ミビア大学を紹介するセミナーを開催し、参加した教職員や院生・学生らが交流

を深めました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_22_01.html） 

 

 （７）経済学部 4年生の萬谷 光一さんがバベシュ・ボヨイ大学のビジネス学部 

および日本文化センターから感謝状を贈呈 

2019 年 11 月は、在ルーマニア日本大使館により「日本文化月間」と定められ

ています。これを受け、神戸大学の提携校であるバベシュ・ボヨイ大学(BBU)に

おいて、同大学の日本文化センター主導で、「BBU 日本文化週間」と題したイベ

ントが開催されました。  

バベシュ・ボヨイ大学は、1998 年に大学間学術交流協定が締結されて以来活発

に学術交流・学生交換を行ってきた協定校であり、 2018 年 5月には、同大学日

本文化センター内と本学国際連携推進機構内に、それぞれの大学海外拠点とし

て、神戸大学/バベシュ・ボヨイ大学国際協力センターが設置されています。  

神戸大学経済学部 4 年の萬谷 光一さんは、BBU のビジネス学部に留学中であ

り、スタッフとして、このイベント中に行われた様々な催しの企画・運営に携わ

りました。 

11 月 18 日に開催された教育講座では、萬谷さんが「日本の自動車」をテーマ

に約１時間の講演を行い、現在学習中のルーマニア語による自己紹介の後、英語 

で軽自動車についての専門的な内容を解説しました。ルーマニアではあまりな

じみのない日本の軽自動車の世界を、クイズ等を交えながら分かりやすく紹介

し、講演は大きな拍手によって締めくくられました。 

また、萬谷さんは、日本語やアニメ、マンガ、武術に関する講座の運営や、茶

パセンド博士(左)と海事科学研究科のゴメス准教授 
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道のデモンストレーション、日本大使館と国際交流基金との共同企画「クルージ

ュ日本映画祭」の上映技術担当などにも携わっており、その貢献に対し、BBU ビ

ジネス学部ヨアン・アリン・ニストル学部長並びに BBU 日本文化センター角 悠

介所長からの感謝状が、日本大使館職員の関谷美緒氏より贈呈されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_27_01.html） 

 

【４】研究ニュース 

 （１）コンピュータシミュレーションと数理モデルで抗がん剤の副作用予測を実現 

神戸大学医学部附属病院の髙岡 裕准教授らの研究グループは、薬物代謝酵素

の異常で起きる抗がん剤の薬物有害反応 (副作用) を分子シミュレーション

と数理モデル化によって明らかにし、非常に高精度の副作用予測を可能にしま

した。 

個人の遺伝子の状態によって抗がん剤に対する薬物代謝、ひいては副作用に

は差があります。これまで、新しく遺伝子変異が発見された場合、抗がん剤投

与後の副作用予測はできていませんでした。今後も発見が予想される新しい遺

伝子変異について、本成果により抗がん剤治療時の副作用予測が可能となりま

す。 

そして、この技術の精密医療での利用や、抗がん剤の治療効果予測への応用も

期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_11_18_01.html） 

 

（２）piRNA 抗ウイルス免疫に関するレビュー 

神戸大学大学院医学研究科の林 祥剛教授と Youdiil Ophinni 研究員、理化

学研究所生命医科学研究センターゲノム免疫生物学理研白眉研究チーム

Nicholas F. Parrishチームリーダー、およびパヴィア大学のUmberto Palatini

氏から成る共同グループは、“piRNA (小分子 RNA)”と呼ばれるさまざまなウイ

ルス由来の RNA 配列が、動物、植物、菌類などの真核生物に抗ウイルス自然免

疫をもたらすことを示す知見に関して、文献検討を行いました。その結果、こ
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の piRNA が Piwi タンパク質と結合して遺伝性の抗ウイルス免疫として機能す

るという仮説を提唱しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_11_19_01.html） 

 

（３）天体衝突イベント由来の新たなエジェクタ層を中新世の深海堆積物から発見 

― 約 1,160 万年前の生物大量絶滅イベントの原因解明か ― 

海洋研究開発機構 (理事長 松永 是) 海洋機能利用部門海底資源センターの

野崎 達生グループリーダー代理らは、東京大学、神戸大学、千葉工業大学、九州

大学、東京工業大学、早稲田大学と共同し、2014 年 10 月に海洋地球研究船「み

らい」を用いて南鳥島周辺で採取されたピストンコア試料 を詳細に記載および

分析した結果、中新世の深海堆積物に天体衝突イベント由来のエジェクタ層が含

まれていることを明らかにしました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_11_20_01.html） 

 

【４】受賞等 

（１）的崎 尚教授が 2019 年度兵庫県科学賞を受賞 

兵庫県科学賞は、「科学技術の研究者を表彰することにより、科学技術の向上

を図ること」を目的として県が行っているもので、神戸大学大学院医学研究科

の的崎 尚教授は、「基礎医学の研究者として細胞のシグナル伝達機構と疾患へ

の関与を解明するとともにその成果をがん治療に活用する可能性を示すなど

医学の発展に尽くされた」として、兵庫県科学賞を受賞し、表彰されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_11_18_02.html） 

 

 （２）山口 悦司准教授が日本理科教育学会賞を受賞 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科山口 悦司准教授は、理科を学ぶ児童・

生徒の認識研究や理科授業の教授・学習研究として展開されてきた概念変化研

究のあり方を多様な方向に展開してきました。それらは、カリキュラム（論文

1）、ICT 利用（論文 2・3）、教師教育（論文 4）という観点から、概念変化を促

進する学習環境デザインを総合的に研究するアプローチです。このような山口

准教授の研究アプローチは、理科教育学研究の新しい研究スタイルを提案する

ものとして独創性があると評価され、今回の受賞につながりました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_11_28_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/） 

 

 

■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/

