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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）震災慰霊献花式 

 （２）学友会ホームページをリニューアル 

 （３）KUC 新春講演会と懇親会報告 

 

【２】お知らせ 

 （１）附属小学校と農学研究科附属食資源教育研究センターがお米を作りました 

 （２）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～」を開催 

 （３）在大阪オーストラリア総領事館から訪問 

 （４）内閣府「地方大学・地域産業創生交付金事業」に採択 

 

【３】研究ニュース 

 （１）初期のジャワ原人の古さ、明らかに 

（２）地層「千葉セクション」のＩＵＧＳ（国際地質科学連合）における審査結果

について 

 （３）枯れ木を食べる植物「腐生植物」は存在するのか!?  

～大気圏核実験由来の放射性炭素同位体を用いた新たな検証～ 

（４）分子系統学的解析による温帯性コンブ類アラメ属とサガラメの分類の再検討 

 

【４】受賞等 

 （１）木村建次郎教授が創設した株式会社 Integral Geometry Science が国土交通

省主催の i-Construction 大賞にて優秀賞を受賞 

 

 

【１】トピックス 

 （１）震災慰霊献花式 

1 月 17 日午後零時半より、六甲台第 1 キャンパスおよび深江キャンパスに

て、震災慰霊献花式を執り行いました。 

阪神・淡路大震災で、神戸大学では学生 39 名(うち留学生 7 名)、職員 2 名

の計 41名が犠牲となり、神戸商船大学(現海事科学部)では、学生 5名(うち留
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学生 1名)、研究員 1名の計 6名が犠牲となりました。 

 

（六甲台第一キャンパス） 

六甲台第 1キャンパスで行われた式典では、ご遺族の方や学生、教職員らが

多数参列し、犠牲者への黙とうを捧げました。 

武田学長が追悼の言葉を述べ、「多くの犠牲者を出した被災大学として、次世

代を担う学生たちに、これからも震災の記憶を伝える努力を続けていく」と決

意を新たにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （深江キャンパス） 

1月 17 日午後零時半、深江キャンパスでは練習船「深江丸」の汽笛が鳴る中、

「神戸商船大学犠牲者慰霊碑」前にて教職員・学生約 50 名が黙祷を行いまし

た。続いて、内田 誠研究科長、制服姿の学生自治会代表をはじめ教職員・学生

が慰霊碑前に献花を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

【２】お知らせ 

 （１）附属小学校と農学研究科附属食資源教育研究センターがお米を作りました 

神戸大学附属小学校と農学研究科附属食資源教育研究センターは、普段食べて

いるお米を栽培して成育の様子を観察しながらみんなで学んでいき、収穫の喜び

を知ってもらう活動を行なっています。附属小学校 2年生の皆さんは、小学校の

中庭で実際に田植えから収穫までの栽培と管理を頑張っていました。 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（六甲台第一キャンパス） 

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

 

（深江キャンパス） 

（http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/news/2019/20200120_2.html） 

 

 （２）学友会ホームページをリニューアル 

このたび、学友会ホームページをリニューアルいたしました。今後、魅力あ

るサイトとして閲覧いただけるよう、コンテンツの見直しを含め検討していく

予定としております。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

 

 （３）KUC 新春講演会と懇親会報告 

令和 2年の新春講演会は 1月 30 日に「楠公会館」において開催しました。 

参加者は凌霜会、文窓会、紫陽会、KTC などの卒業生 40名でした。 

新年にあたり武田学長が「神戸大学の現状と課題」と題して講演をされまし

た。令和 2年度の予算、入試改革、高等教育の無償化及び神戸大学の取り組み

について話されました。トピックスとして世界初の「マイクロ波マンモグラフ

ィ」開発、価値創造を追求する Vスクールや海事科学部を発展的に改組する海

洋政策科学部（仮称）について語られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_17_01.html
http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/news/2019/20200120_2.html
http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/
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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_22_01.html） 

 

 （２）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～」を開催 

1月 22 日、震災復興支援・災害科学研究推進室は、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～」を開催しました。 

本学では、平成 24 年にこの推進室を設置し、震災復興支援活動や災害科学研

究を行う学内のグループへの支援活動を行ってまいりました。また、それらの活

動や研究の成果をもとに、例年、東北大学、岩手大学及び国立大学協会と共催で

シンポジウムを行っており、8 回目となる今回は、学内外から約 200 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/2020_01_30_01.html） 

 

 （３）在大阪オーストラリア総領事館から訪問 

1 月 23 日、デイビッド・ローソン在大阪オーストラリア総領事が武田 廣学長

を表敬訪問しました。懇談には、冨永 さおり同総領事館教育担当商務官、本学か

らは増本 浩子副学長（国際連携・国際教育担当）、河合 成雄国際教育総合センタ

ー留学生教育部門長、齊藤 美穂同副部門長が同席しました。 

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_22_01.html


5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_31_02.html） 

 

 （４）内閣府「地方大学・地域産業創生交付金事業」に採択 

～神戸未来医療構想の始動～  

このたび、内閣府の「地方大学・地域産業創生交付金事業」において、本学が

神戸市や産業界とともに提案した「神戸未来医療構想」が採択されましたのでお

知らせいたします。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_31_03.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）初期のジャワ原人の古さ、明らかに 

国立科学博物館人類研究部の松浦 秀治客員研究員（お茶の水女子大学名誉教

授）、神戸大学内海域環境教育研究センターの兵頭 政幸教授、ほか国内外 9機関

14名からなる国際共同研究グループは、インドネシアの世界文化遺産・サンギラ

ン人類遺跡から出土するジャワ原人の年代を斬新な手法を用いて明らかにし、公

表しました。 

ジャワ原人の古さについては、2 つの編年案が二十年以上にわたって対立して

いましたが、今回の研究結果から、混乱していた年代観が整理され、ジャワ原人

の進化に関する謎の解明が大きく進むことが期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_16_01.html） 

 

 （２）地層「千葉セクション」のＩＵＧＳ（国際地質科学連合）における審査結果につ

いて 

1月 17 日、韓国釜山において開催された、IUGS（国際地質科学連合）の理事会

において GSSP（注）の審議および投票が行われ「千葉セクションの GSSP 提案」

が承認されました。 

これにより「千葉セクション」は前期‐中期更新世境界の GSSP として認定さ

れ、地質時代の中期更新世（約 77 万 4 千年前～約 12 万 9 千年前）が、「チバニ

アン（Chibanian）」と名付けられることとなりました。 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_16_01.html
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（注）GSSP 

Global Boundary Stratotype Section and Point（国際境界模式層断面と

ポイント）。IUGS は、それぞれの地質時代の境界を地球上で最もよく示す地

層を 1つだけ選び、GSSP に認定している。GSSP は現在、日本が認定された

事で世界に 74カ所となった。 

 

○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_17_01.html） 

 

 

（３）枯れ木を食べる植物「腐生植物」は存在するのか!?  

～大気圏核実験由来の放射性炭素同位体を用いた新たな検証～ 

神戸大学大学院理学研究科の末次 健司准教授、日本学術振興会の松林 順特別

研究員、総合地球環境学研究所の陀安 一郎教授からなる研究グループは、1950

年代～1960 年代初頭にかけて大気圏核実験により大気中に多量に放出された放

射性炭素同位体をトレーサーとして利用することで、菌従属栄養植物の生体内の

炭素がいつ光合成によって固定されたかを検討しました。その結果、複数の光合

成をやめたラン科植物が、サンプリング時期より数十年前に固定された炭素を利

用していることを明らかにしました。このことは、腐朽菌の菌糸を通じて枯れ木

から炭素を得ている植物が存在することを示しています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_24_01.html） 

 

 （４）分子系統学的解析による温帯性コンブ類アラメ属とサガラメの分類の再検討 

神戸大学内海域環境教育研究センターの川井 浩史教授、羽生田 岳昭助教、秋

田 晋吾学術研究員、大学院理学研究科生物学専攻修士課程（研究当時）の橋本 

一輝は、多遺伝子分子系統解析によって、アラメ属の分類を再検討しました。そ

の結果、主に東海地方沿岸に分布する、これまで北米に分布する種と同一とされ

てきた「サガラメ」について、別の種であることが分かり、この種を Eisenia 

nipponica と命名しました。 

 

○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_24_03.html） 

 

【４】受賞等 

 （１）木村建次郎教授が創設した株式会社 Integral Geometry Science が国土交通省

主催の i-Construction 大賞にて優秀賞を受賞 

1 月 14 日に行われた国土交通省主催の「i-Construction 大賞」にて、数理・

データサイエンスセンター、神戸大学大学院理学研究科の木村 建次郎教授が創

設した株式会社 Integral Geometry Science の取り組み「インフラ構造物の非破

壊検査に向けた世界最高性-超広帯域レーダの実現」が優秀賞を受賞しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2020_01_21_01.html） 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_17_01.html
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_24_01.html
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_01_24_03.html
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2020_01_21_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/

