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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 － 

◎【武田学長年頭挨拶】 

 

【１】トピックス 

 （１）双日株式会社と「双日奨学金」を設立 

（２）陸上競技部の仲野由佳梨さんが富士山女子駅伝に出場 

―全日本大学選抜チーム・３位入賞 

 （３）広島学友会及び凌霜会 令和元年度総会開催報告 

 

【２】お知らせ 

 （１）神戸大学広報誌「風」１４号を発行 

（２）「データと資料が語る神戸大学の今の姿 

～神戸大学データ資料集～[2019 年度]」を作成 

 （３）第 16 回日独学術コロキウムをハンブルク工科大学・日本学術振興会ボン研

究連絡センターと共催 

（４）天津大学建築学院と建築・都市デザインワークショップ 2019 を開催 

 

【３】イベント情報 

（１）神戸大学震災慰霊献花式（兵庫県南部地震犠牲者追悼行事） 

 （２）神戸大学人の集い開催のご案内（東京会場） 

 

【４】研究ニュース 

 （１）先天性サイトメガロウイルス感染症の発生に妊娠中の発熱・感冒様症状と切

迫流・早産が関連 

 （２）微生物に糖を目的別に使い分けさせる新技術でポリマー原料の生産性向上に

成功 

  （３）目に見える光がなくても大丈夫！？ 

遠赤色光で光合成を行えるシアノバクテリアの秘密を解明 

 

◎【武田学長年頭挨拶】 

【挨拶】神戸から、日本、世界を変えよう 

明けましておめでとうございます。令和に元号が変わって初のお正月とな

りましたが、皆様方におかれましては、良い新年を迎えられたことと存じま

神戸大学学友会ニュースレター 
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す。私の学長としての任期も残り 1年余となり、悔いの残らぬように全力で

職務を遂行する覚悟であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/speech/m2020_01_06.html） 

 

【１】トピックス 

 （１）双日株式会社と「双日奨学金」を設立 

このたび、双日株式会社からのご寄附により、同社と神戸大学の間で「双日

奨学金」を設立することで合意しました。武田 廣学長は、12月 18 日に同社の

藤本 昌義社長を訪問し、感謝の意を表しました。 

同社は創業の地として神戸にゆかりが深く、従前より本学において「グロー

バル環境下にある総合商社」と題した寄附講義が開講されていますが、人材育

成のために学生の海外派遣についても奨学金が設立されることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から双日株式会社 河西敏章理事、櫛引雅亮常務、田邉弘幸顧問、藤本昌義社長、

神戸大学 武田廣学長、品田裕理事・副学長、双日株式会社人事部 足立将梧氏 

https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/speech/m2020_01_06.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/2020_01_09_02.html） 

 

 （２）陸上競技部の仲野由佳梨さんが富士山女子駅伝に出場 

―全日本大学選抜チーム・３位入賞 

陸上競技部の仲野 由佳梨さん(理学部 3年生)が、12月 30日に行われた 2019

全日本大学女子選抜駅伝競走(富士山女子駅伝)に、全日本大学選抜チームの一

員として出場しました。 

全日本大学選抜チームは、3位に入賞。仲野さんは 4区(4.4km)を走り、１位

でタスキを受け、２位で５区に引継ぎ重責を果たしました。神戸大学からの本

大会出場は初めてのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_14_01.html） 

 

（３）広島学友会及び凌霜会 令和元年度総会開催報告 

日時：令和元年 11月 27 日 

場所：guild（広島市内） 

神戸大学広島同窓会組織は、広島という地方都市の規模感から、六甲台卒部

生に限らず、広く全学卒業生が集まって懇親を図り、互いにネットワークを広

げる場として活動しています。 

本年度も年に 1度の交流の場として、学友会、凌霜会合同総会を開催致しま

した。 

今回は様々な学部出身の２０代前半から８０代後半の老若男女３１名に加

え、本部からのゲストとして坂井学友会会長をお迎えし、規模は小さくも理想

的なメンバー構成で開催することができました。 

当日は、広島学友会および広島凌霜会会長の若山さんによるご挨拶、月例の

懇話会を運営してくださっている鳴戸法律事務所の鳴戸さんによる乾杯のご

発声をもって開会しました。 

その後、抽選による席替えタイムと称して交流を促進するイベントでは、ト

ップバッターとして坂井さんをご紹介し、坂井さんより大学の近況や学友会会

長としての活動についてのお話や、前阪神タイガースオーナーとしての様々な
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【２】お知らせ 

 （１）神戸大学広報誌「風」１４号を発行 

神戸大学広報誌「風」の 14 号を発行しました。以下サイトでも PDF 版を公開し

ていますので、是非ご覧ください。 

巻頭の第 1特集は、『世界初の「マイクロ波マンモ

グラフィ」開発』。検査精度を飛躍的に高めた「痛く

ない乳がん検診」を実現した、数理データサイエン

スセンターの木村 建次郎教授を取り上げています。 

第 2 特集は、人文学研究科の奥村 弘教授に、「歴

史資料の保全と活用」についてお話をうかがいまし

た。 

[神大生の挑戦] では、神大生が安心してキャンパ

スライフを送れるよう、様々なサポート活動を行っ

ている学生にインタビューしました。 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_12_27_01.html） 

 

楽しいお話を頂戴し、参加者全員が興味津々で聞き入りながら、楽しい時間を

過ごしました。その後数珠つなぎで参加者に自己紹介いただきながらお席をシ

ャッフルすることで、2時間の会の中でも多くの出会いが生まれました。 

後半では参加者からの持ち寄り品や神大グッズを景品とするビンゴ大会で盛

り上がり、終始賑やかに世代

間交流・異業種交流を楽しみ

ました。 

最後は今年も最年長の岸

さん（Ｓ３８経営）の閉会挨

拶をいただき、来年のさらな

る発展を期しつつ、お開きと

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/documents/info/public-relations/magazine/kaze/kaze_14.pdf
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 （２）「データと資料が語る神戸大学の今の姿 

～神戸大学データ資料集～[2019 年度]」を作成 

本学は平成 23 年(2011 年)から、ステークホルダーの皆様に対して、神戸大学

の今の姿をより分かりやすく伝えられるよう、「データと資料が語る神戸大学の

今の姿～神戸大学データ資料集～ 」を作成し公表しております。 

このたび、2019 年度版を作成しましたので、是非ともご覧ください。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_06_01.html） 

 

 （３）第 16回日独学術コロキウムをハンブルク工科大学・日本学術振興会ボン研究連

絡センターと共催 

12 月 9、10 日の２日間、ハンブルク工科大学（ドイツ）において第 16 回日独

学術コロキウムを開催しました。このコロキウムは、2004 年から日本学術振興会

ボン研究連絡センター（JSPS-Bonn）の主催のもと日独両国の大学が企画し年に１

回開催されているものです。本年は、本学とハンブルク工科大学とが、両大学に

おいて共通のテーマとして研究されている“Bubbly dynamics for process 

engineering”、“Materials for process engineering”及び“Materials for 

electric devices”の３つのセッションを設けたプログラムを企画しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_07_01.html） 

 

（４）天津大学建築学院と建築・都市デザインワークショップ 2019 を開催 

11 月 24 日から 12月 1日に、中国の天津大学建築学院にて、建築・都市デザイ

ンワークショップ 2019（神戸大学と天津大学との交流事業）を開催しました。 

本学から、大学院工学研究科建築学専攻の博士課程前期課程学生と中江 研准教

授、栗山 尚子准教授が参加しました。 

ワークショップでは、天津大学建築学院の大学院生 14 名と神戸大学の大学院

生 5名の合計 19名が 4チームに分かれて、グループワークを実施しました。 

天津大学のメンバーの中にはカンボジアからの留学生が２名含まれており、日

本、中国、カンボジアと、国際色豊かなワークショップとなりました。 
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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/2020_01_08_01.html） 

 

【３】イベント情報 

（１）神戸大学震災慰霊献花式（兵庫県南部地震犠牲者追悼行事） 

神戸大学は 1 月 17 日、兵庫県南部地震犠牲者に対する追悼行事を執り行いま

す。 

1995 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震で神戸大学では学生 39 人(うち留

学生 7人)、職員 2人の計 41人、神戸商船大学(現海事科学部) では学生 5人(う

ち留学生 1人)、研究員 1人の計 6人が犠牲となりました。 

今年も、兵庫県南部地震の犠牲者となられた方々に対する追悼の意を表するた

め、教職員・学生らが参列し、黙祷ならびに献花を行います。催しは震災当時の

神戸大学・神戸商船大学それぞれの慰霊碑前で行います。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2020_01_17_01.html） 

 

 （２）神戸大学人の集い開催のご案内（東京会場） 

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。 

大阪会場の受付は終了いたしましたが、東京会場の受付は、１月２４日まで延

長いたしますので、皆様のご参加をお待ちしております。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

 

【４】研究ニュース 

 （１）先天性サイトメガロウイルス感染症の発生に妊娠中の発熱・感冒様症状と切迫

流・早産が関連 
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神戸大学医学研究科の山田 秀人教授（産科婦人科学分野）、日本大学医学部の

森岡 一朗教授（小児科学系小児科学分野）、および、愛泉会日南病院疾病制御研

究所の峰松 俊夫所長らの研究グループは、一般的な分娩施設で健診を受け、分

娩した 4125 人の妊婦を対象とした臨床研究によって、妊娠中の発熱・感冒様症

状（咳・のど痛・鼻水などかぜの症状）と妊娠第 2三半期（妊娠 14週から 27週

まで）の切迫流・早産の症状が、生まれた赤ちゃんの先天性サイトメガロウイル

ス感染の発生に関係していることを世界で初めて明らかにしました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_14_01.html） 

 

 （２）微生物に糖を目的別に使い分けさせる新技術でポリマー原料の生産性向上に 

成功 

神戸大学大学院工学研究科の藤原 良介博士後期課程学生（日本学術振興会特

別研究員 DC1）、田中 勉准教授、理化学研究所環境資源科学研究センターの野田 

修平研究員らの研究グループは、バイオ生産に利用する微生物を代謝工学により

改変し、取り込んだ糖の種類を目的別に使い分けさせることで、生産性の向上に

成功しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_14_02.html） 

 

 （３）目に見える光がなくても大丈夫！？遠赤色光で光合成を行えるシアノバクテリ

アの秘密を解明 

～光化学系 Iにおける、クロロフィル fの位置と機能の特定～ 

東京理科大学理学部第一部教養学科の鞆 達也教授ら、4大学 1機関による共同

研究グループ(※)は、クライオ電子顕微鏡を用いて、植物や藻類がもつ複数種類

の光合成色素のうち、原始的な藻類であるシアノバクテリアなどに含まれる、可

視光より波長が長くエネルギーが低い遠赤色光を吸収できる「クロロフィル f」

を結合したタンパク質を高分解能で解析し、光合成におけるクロロフィル fの機

能の解明に成功しました。 

    ※神戸大学メンバー：大学院理学研究科秋本 誠志准教授 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_15_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。 

 

 

★学友会ホームページ移転のお知らせ。 

旧 ： https://www.kobe-u.com/alumni/ 

↓ 

 新 ： http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/ 

 

 

■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/

