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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）「シンダイシンポ 2019（第一回 統合報告書 発行報告会）」を開催 

（２）KUC 講演会の報告 

（３）昭和 44年卒業生から神戸大学基金に寄附 

（４）「学長と学生との交流会」を開催 

 （５）世界初！ 

クロロホルムとアルコールから光で医薬品中間体やポリマーを合成 

    － 安全・安価・簡単に幅広いラインナップの有機合成に利用可能 － 

 

【２】お知らせ 

 （１）エトヴェシュ・ロラーンド大学から訪問 

（２）マヒドン大学と共同ワークショップを開催 

（３）華東師範大学から訪問 

（４）JST さくらサイエンスプラン「SDGs に貢献するバイオシステム工学」を実施 

（５）ベトナム保健省およびハノイ医科大学から訪問 

（６）専門書オーディオブック作成の連携協力体制を発表 

 

【３】イベント情報 

（１）神戸大学人の集い開催 

（２）神戸大学 震災復興支援・災害科学研究推進室第 8回シンポジウム 

「阪神・淡路大震災から 25年～私たちは何を学び、どこへ向かうのか～」 

 

【４】研究ニュース 

 （１）酵母の細胞表層における異種タンパク質の立体配置を制御する技術を開発 

 ― 細胞の機能性向上に成功 ― 

（２）音波が映し出す南鳥島周辺のマンガンノジュールの分布 

―世界初、海底資源の広域分布を可視化し面積を算出する方法を確立― 

（３）脳の働きによる効果的な謝罪方法 

 ― コストがかかっているほど誠意を感じる ― 

 （４）神経芽腫（小児がん）の治療後に残存する病変のモニタリング法を開発 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【５】受賞等 

 （１）ROOT プログラム参加高校生が「グローバルサイエンスキャンパス全国受講生

研究発表会」で文部科学大臣賞 / 優秀賞を受賞 

 （２）地域密着型サークル・にしき恋が「食と農林漁業 大学生アワード」で最優秀

賞を受賞 

 

 

 

【１】トピックス 

 （１）「シンダイシンポ 2019（第一回 統合報告書 発行報告会）」を開催 

本年、神戸大学は、初めて「統合報告書」を発行しました。「神戸から世界へ 

過去から未来へ」というテーマで、本学の歴史、神戸大学ビジョンに基づく戦

略や活動実績をストーリー仕立てでご紹介する報告書となっています。統合報

告書を作成するにあたっては、部署横断型・職種横断型の「ビジョン発信プロ

ジェクト」を立ち上げ、取り組みを進めてきました。 

11 月 9日には、第一回 統合報告書 発行報告会として、シンポジウム「シン 

ダイシンポ２０１９」を開催しました。第一部では、学長講演並びに神戸大学

の統合報告を、第二部では、ステークホルダーとのダイアログ（対話）として、

各界で活躍されている本学卒業生の講演及びパネリストと学長との対談を実

施しました。対談の最後には、久元 喜造神戸市長より、神戸市の歴史や今後の

医療産業都市、海洋産業、スマートシティや環境との共生等を含めた構想に触

れながら、神戸大学の英知を以って、神戸市との協同、社会へのさらなる貢献

を期待したいとのエールをいただきました。 

当日は、200 名近くの方にご来場いただきました。 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_29_01.html ） 

 

（２）KUC 講演会の報告 

11 月の講演会は、11 月 14 日に楠公会館にて神戸大学名誉教授の加護野 忠

男氏に「地域社会と産業－日本産業風土記」と題して講演いただきました。地

場産業の事業システムと地域社会との関係について、京都のベンチャーや東大

阪の新陳代謝システム、灘の酒造りのシステム、龍野の醤油・素麺・皮革産業

のシステム、神戸のケーキのソフ

トパワー、竹中工務店や金剛組の

長寿の秘密など、具体的な例を挙

げて説明をいただきました。 

当日は、凌霜会、文窓会、紫陽会、

くさの会、六篠会、ＫＴＣ、海神会、

神緑会から 40 名が参加されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）昭和 44年卒業生から神戸大学基金に寄附 

昭和 44年卒業生による「卒業 50周年記念同窓会」有志の皆様から、神戸大

学基金に 755 万円の寄附をいただきました。 

神戸大学の昭和 44 年卒業生は、当時の大学紛争のため卒業式が行われない

まま卒業となった経緯があり、卒業式を開催するため、同年卒業生らによる実

行委員会のもと、10月 27 日に「卒業 50周年記念同窓会～50年目の卒業式～」

が開催されました。 

1 年以上前から準備を進めてきたこの式典には 172 名が参加し、大盛況のう

ちに幕を閉じることができました。式の開催にあたって、参加できなかった卒

業生らも含めて計 266 名から基金への寄附金が集まり、この寄附金は、式典の

中で三谷 史生氏（経済学部卒）から武田 廣学長に、”大学の発展を支援する”

という思いを込めて手渡されました。 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_28_02.html） 

 

（４）「学長と学生との交流会」を開催 

神戸大学では、10月 17 日、31 日、11 月 7日、14日の計 4日間に、「学長と

学生との交流会」を開催しました。武田 廣学長と学生が直接意見交換を行う機

会として、今回が初めての試みとなります。 

今年度は、文系学部・大学院、理系

学部・大学院の 4回に分け、各学部・

研究科の代表学生と武田 廣学長、水

谷 文俊理事（総括・企画・人事担当）、

小川 真人理事（研究・情報管理担当）、

岡田 章宏理事（教育・入試担当）、杉

村 和朗理事（病院・学生・危機管理

担当）のほか、関係教職員が出席しま

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_28_01.html） 

 

左から長谷川氏、三谷氏、番氏、武田学長、品田理事・副学長、佐藤企画部長 



5 
 

 

【２】お知らせ 

 （１）エトヴェシュ・ロラーンド大学から訪問 

11 月 19 日、Ákos Kopper（アコシュ・コッペル）エトヴェシュ・ロラーンド大

学（エルテ大学）社会科学部欧州・国際関係学科長が吉田 健一 EU総合学術セン

ター長を表敬訪問しました。懇談には、本学から坂井 一成ブリュッセルオフィ

ス所長、白鳥 義彦人文学研究科副研究科長、油井 清光人文学研究科名誉教授が

同席しました。 

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、本学とは 2016 年 11 月に大学間学術交流協定、2018 年 4月に学生交流実施

細則を締結しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_04_01.html） 

 

（２）マヒドン大学と共同ワークショップを開催 

11月28日及び29日、タイのマヒドン大学から計15名が工学研究科を訪問し、

共同ワークショップを開催しました。 

マヒドン大学はタイの首都バンコクにキャンパスを所有し、16学部、9つの研

究所、5 つのカレッジ、5 つのセンターからなる国立の総合大学です。神戸大学

とは 2012 年に大学間学術交流協定を締結しており、工学研究科とは 2018 年に学

生交流実施細則を締結している協定校です。 

（５）世界初！ 

クロロホルムとアルコールから光で医薬品中間体やポリマーを合成 

   － 安全・安価・簡単に幅広いラインナップの有機合成に利用可能 － 

   11 月 22 日の学長記者会見で紹介がありました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/press/press_20191122.html） 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_05_02.html） 

 

（３）華東師範大学から訪問 

12 月 3 日、中国の華東師範大学から鄭 正奇通信電子工程学院書記・教授ら 6

名が神戸大学を訪問しました。鄭 正奇教授と通訳担当の張 雨晗職員は、神戸大

学への留学経験があり、神戸の街にも馴染みがある事から、今回の訪問が実現し

たものです。 

岡田 章宏理事（教育・入試担当）が一行を歓迎した後、落合 知子 GSP オフィ

ス統括コーディネーター、入試課職員らが同席して、入学者選抜や入試広報に関

する懇談を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_05_01.html） 

 

（４）JST さくらサイエンスプラン「SDGs に貢献するバイオシステム工学」を実施 

JST「さくらサイエンスプラン」の支援により、11 月 17 日から 24 日までの 8

日間、科学技術研修コース「SDGs に貢献するバイオシステム工学」を実施しまし

た。 

この研修は海外から学生らを集うもので、今回はスリランカ民主社会主義共和 

国のルフナ大学農学部農業工学科、インドネシア共和国のボゴール農科大学農業

工学部、アンダラス大学農業技術学部の 3大学から、それぞれ引率教員 1名と学
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生 3名、合計 12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_12_04_03.html） 

 

（５）ベトナム保健省およびハノイ医科大学から訪問 

12 月 2日、Nguyen Thi Thanh Lich（グエン・ティ・タン・リック）ベトナム

保健省医療局リハビリテーション部副部長と Pham Van Minh（ファム・ヴァン・

ミン）ハノイ医科大学リハビリテーション学科長一行が武田 廣学長を表敬訪問

しました。懇談には、本学から吉井 昌彦理事（国際・評価担当）、種村 留美保健

学研究科副研究科長、浅海 奈津美保健学研究科学術研究員が同席しました。 

ハノイ医科大学は、1902 年に創立された国立単科医科大学で、ベトナムの医療 

系大学・専攻の中で最も古い歴史を持ちます。国外の国際機関と積極的に連携し、

多数の国家プロジェクトや国際プロジェクトを進めており、ベトナムの医療分野

に関する教育・研究において中心的な役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_11_02.html） 
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（６）専門書オーディオブック作成の連携協力体制を発表 

兵庫県点字図書館と関西学院大学と連携し、専門書のオーディオブック作成を加 

速させていきます。 

兵庫県点字図書館では、視覚障害者等の多様な学習ニーズに応えるため、法律や 

経済分野などの専門書のオーディオブックの充実を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_11_01.html） 

 

【３】イベント情報 

（１）神戸大学人の集い開催 

神戸大学では、大学の現状と進むべき道についてご説明し、意見交換・懇談い

ただける場として、「神戸大学人の集い」を開催し、広く各方面でご活躍の皆様に

お集まりいただいており、本年度も大阪・東京

の順に開催することといたしました。 

本学は 2022 年に創立 120 周年を迎えます。

その中で神戸大学の国内外におけるプレゼン

スやブランド価値の向上は今後の大きな課題

であり、大学教職員のみならず広く卒業生の皆

様と共に取り組んでいきたく存じます。 

また、各界でご活躍されている神戸大学卒業

生の皆様に世代・分野を越えて幅広く交流して

いただき、人脈等ネットワーク構築の良い機会

として頂ければと考えております。 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/tsudoi/index.html） 

 

左から関西学院大学 川村典子総合支援センター課長、神戸大学 長谷川浩樹学生支援課長、 

 

 

 

兵庫県 羽原好一障害福祉局長、兵庫県視覚障害者福祉協会 田中環会長(県点字図書館長) 

https://www.kobe-u.ac.jp/documents/campuslife/alumni/tsudoi/tsudoi_2019.pdf
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（２）神戸大学 震災復興支援・災害科学研究推進室第 8回シンポジウム 

「阪神・淡路大震災から 25 年～私たちは何を学び、どこへ向かうのか～」 

神戸大学震災復興支援・災害科学研究推進室では、阪神・淡路大震災 25 周年を

テーマに、シンポジウムを開催いたします。 

阪神・淡路大震災 25周年を機に、特に阪神・淡路大震災から我々が学んだこと、

震災後の研究成果と今後の安全・安心な社会のあり方を考えます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2020_01_22_01.html） 

 

【４】研究ニュース 

 （１）酵母の細胞表層における異種タンパク質の立体配置を制御する技術を開発 

       ― 細胞の機能性向上に成功 ― 

神戸大学先端バイオ工学研究センターの猪熊 健太郎学術研究員、蓮沼 誠久教

授、大学院科学技術イノベーション研究科の近藤 昭彦教授らの研究グループは、

出芽酵母 Saccharomyces cerevisiae の細胞表層（細胞壁）に発現させた異種生

物由来のタンパク質の局在（立体配置）を人為的にコントロールできることを発

見し、その現象を利用して酵素などを酵母の細胞表層に、より効率的に集積させ

る技術を開発しました。 

この研究成果は、酵母の細胞表層に異種タンパク質を集積し機能性を付与する

「細胞表層工学」において、「異種タンパク質の立体配置」という全く新しい観点

からの改良を可能にするものであり、バイオプロダクションや医療など、細胞表

層工学を利用した様々な分野における酵母の機能性強化に貢献できると期待さ

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_12_09_01.html） 

 

（２）音波が映し出す南鳥島周辺のマンガンノジュールの分布 

―世界初、海底資源の広域分布を可視化し面積を算出する方法を確立― 

千葉工業大学次世代海洋資源研究センターでは、海底の広い範囲に分布する海底 

鉱物資源について音波を用いて効率的に探査する手法の研究開発を、産業技術総合

研究所、東京大学、海洋研究開発機構、および神戸大学との共同研究として進めて

います。その中で、南鳥島周辺の排他的経済水域 (EEZ: Exclusive Economic Zone) 

に分布するマンガンノジュールを対象とした研究成果として、広範囲を網羅的に調

査した中からマンガンノジュールが密に分布する領域 (マンガンノジュール密集

域) を地図上に示し、その面積を正確に算出する方法を世界で初めて確立しました。 

 

○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_12_11_01.html） 

 

（３）脳の働きによる効果的な謝罪方法 

 ― コストがかかっているほど誠意を感じる ― 

神戸大学大学院人文学研究科の大坪 庸介教授、名古屋大学大学院情報学研究科

の大平 英樹教授、愛知医科大学の松永 昌宏講師 (および衛生学講座の研究チー
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ム)、高知工科大学経済・マネジメント学群の日道 俊之講師の研究グループは、組

織や集団の謝罪がどのようなときに誠意があると感じられるかを調べました。その

結果、個人が謝罪する場合と同じように、補償を申し出る・外部の第三者委員会の

調査をすすんで受けるといったコストがかかる謝り方をするほど誠意が伝わるこ

と (謝罪を受けた相手側の、脳の意図処理ネットワークが活性化すること) を示し

ました。 

今後、組織や集団が、いかにして誠意の伝わる謝罪を行うことができるのかとい 

う危機管理への応用が期待されます。 

 

○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_12_11_02.html） 

 

 （４）神経芽腫（小児がん）の治療後に残存する病変のモニタリング法を開発 

神戸大学大学院保健学研究科の西村 範行教授、大学院医学研究科の山本 暢之

助教、植村 優特命助教、兵庫県立こども病院の小阪 嘉之副院長、長谷川 大一郎

部長、石田 敏章医長らの研究グループは、シスメックス株式会社との共同研究

で、高リスク神経芽腫（副腎や交感神経の細胞にできる固形腫瘍）患者の治療効

果の判定や再発・再増大の早期診断に有用な、治療後に残存する病変のモニタリ

ング法を開発しました。今後、治療後に残存する病変に基づいた治療法の開発、

神経芽腫患者の予後改善に繋がると期待されます。 

 

○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_12_13_01.html） 

 

【５】受賞等 

 （１）ROOT プログラム参加高校生が「グローバルサイエンスキャンパス全国受講生研

究発表会」で文部科学大臣賞 / 優秀賞を受賞 

11 月 16 日、17 日に日本科学未来館において開催された「グローバルサイエン

スキャンパス（GSC）」令和元年度全国受講生研究発表会において、ROOT プログラ

ム受講生の三井 愛理さんが文部科学大臣賞を、矢野 七虹さんが優秀賞を受賞さ

れました。 

この研究発表会には、全国の 15 の大学で実施されるプログラムから代表の受

講生約 80名が参加し、39件の研究発表が行われました。ROOT プログラムからは

8名の高校生が参加し、3名が研

究発表を行いました。ROOT 受講

生の今後の一層の成長と活躍が

期待されます。 

神戸大学は、兵庫県立大学、関

西学院大学、甲南大学と共同で、

高校生等を対象とした「根源を問

い革新を生む国際的科学技術人

材育成挑戦プログラム」（略称

ROOT プログラム）を実施してい

ます。 

 
写真提供：科学技術振興機構（JST） 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_12_13_01.html
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_04_02.html） 

 

 （２）地域密着型サークル・にしき恋が「食と農林漁業 大学生アワード」で最優秀賞

を受賞 

11 月に行われた「食と農林漁業大学生アワード 2019」にて、神戸大学の地域

密着型サークル「にしき恋」が、最優秀賞（農林水産大臣賞）を受賞しました。 

にしき恋は、丹波篠山市の西紀南地区で、農業ボランティアや地域交流などの

活動を行っている団体です。神戸大学農学部の授業「実践農学入門」をきっかけ

に 2013 年に結成され、現在では他大学の学生も含め、180 名を超えるメンバーが

活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_13_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/

