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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。 

 

梅雨前線の影響により全国的に雨が多く特に西日本では大きな被害が出ているようですが，

皆様いかがお過ごしでしょうか。 

                                                                  

★「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。 

 

 

***** インフォメーション ******************************************************* 

【 1 】お知らせ１ ～科学技術イノベーション研究科設置記念式典を開催～ 

【 2 】お知らせ２ ～凌霜賞の授与式を開催しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～「第 1回北京外国語大学・神戸大学国際共同研究拠点シンポジウム」

を開催しました～ 

【 4 】ニュース１ ～イネの品種改良につながる 4つの新たな遺伝子を発見～ 

【 5 】ニュース２ ～ニホンウナギの光るたんぱく質 UnaGによるビリルビン測定-赤ちゃん

の黄疸管理の改善へ～ 

【 6 】ニュース３ ～ミナミイワトビペンギンの人工授精に世界で初めて成功～ 

********************************************************************************** 

 

 

【 1 】お知らせ１------------------------------------------------------------------- 

～科学技術イノベーション研究科設置記念式典を開催～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学は 6月 24日，2016年 4月に 15番目の大学院研究科として発足した科学技術イノベ
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ーション研究科の設置記念式典を， 百年記念館六甲ホールで開催しました。 

式典には，学内外から約 160名が出席。近藤昭彦研究科長が式辞を述べた後，武田廣学長が

「『イノベは神戸』と言われるように，基礎研究から事業化までシームレスに一貫した文理融

合研究を推進し，研究成果を社会に還元するとともに，基礎研究から事業化までを見通し，技

術と経営を俯瞰できる理系人材を育成したい」と挨拶した後，常盤豊文部科学省高等教育局長

の祝辞を受けました。 続いて，渡辺恭良理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター

長による 「神戸発 科学技術イノベーション ～リサーチコンプレックス～」，加護野忠男甲南

大学特別客員教授による 「機能・性能から価値へ」の特別講演が行われました。 

 

  

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_06_28_03.html） 

 

【 2 】お知らせ２------------------------------------------------------------------- 

～凌霜賞の授与式を開催しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

成績優秀な学部学生や大学院生を表彰する「社会科学特別奨励賞」 (凌霜賞) の第 9回授与

式が 6月 25日，経営学研究科本館で開かれ，43人に賞状と副賞が贈られました。 

公益財団法人六甲台後援会・凌霜会の高﨑正弘理事長が「みなさんには母校のみならず，世

界の未来をも見据えられることが期待されている。諸先輩方の思いをしっかり受け止め，さら

に日夜研鑽し，今後の長い人生の糧となる「気骨」と「絆」を在学中に育んでいただきたい」

と受賞者にエールを送った後，理事長が賞状，各研究科長が副賞を手渡しました。続いて，経

営学部 4年前田勝太さん，経営学研究科博士課程後期課程 3年大田倫子さんが受賞者を代表し

てあいさつ。前田勝太さんは「多くの人の支えがあったおかげで，本日の受賞に至った。今後

は実学だけでなく，培った知識と技能を社会に還元し，学問と実社会の両方へ貢献していくこ

とで，支えてくれている方々へ報いたい」と話し大きな拍手を受けました。 

式の後，国際協力研究科博士課程前期課程 1年の幡谷咲子さんは「凌霜賞の受賞を受け，ア

イスランドで開催される学会に参加します。チャンスをいただけたことに大変感謝しています」

と語りました。 

この賞は，社会科学系 5部局 (法学研究科，経済学研究科，経営学研究科，国際協力研究科，

経済経営研究所) の研究・教育活動を支援する六甲台後援会が 2008年，創立 50周年を記念し

て創設しました。社会科学系各学部の成績最優秀な学生を顕彰するとともに，大学院博士課程

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_06_28_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_06_28_01.html
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前期課程学生及び後期課程学生の海外派遣を支援します。 

 

  
 

関連リンク 

・一般社団法人凌霜会 

 

【 3 】お知らせ３------------------------------------------------------------------- 

～「第 1回北京外国語大学・神戸大学国際共同研究拠点シンポジウム」を開催しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

6月 18‐19日，北京外国語大学（中国）において，「第 1回北京外国語大学・神戸大学国際

共同研究拠点シンポジウム」を開催しました。 

本シンポジウムは，4 月 1 日に開所された，神戸大学・北京外国語大学国際共同研究拠点の

活動の一環として，社会科学部門・人文科学部門の 2つの学術領域で国際共同研究を推進する

ことを目的として挙行されたものです。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_06_28_02.html） 

 

【 4 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～イネの品種改良につながる 4つの新たな遺伝子を発見～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学農学研究科附属食資源教育研究センターの山崎将紀准教授と，名古屋大学生物機能

開発利用研究センターの矢野憲司さん(現在東京大学農学生命科学研究科・特別研究員)と松岡

信教授，農業・食品産業技術総合研究機構の山本英司研究員らの研究グループは，ヒトの遺伝

子分析に使用される解析手法を用いてイネの遺伝子を解析し，農業上重要な新規遺伝子を 4つ

発見しました。今後，品種改良への活用により，世界人口の増加による食糧難などへの貢献が

期待されます。この研究成果は 6月 21日(日本時間)に英国科学雑誌「Nature Genetics」にオ

ンライン掲載されました。  

 

http://www.kobe-u.com/ryoso/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_06_28_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_06_28_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_06_21_01.html
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詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_06_21_01.html） 

 

掲載雑誌 

Nature Genetics  

 

掲載論文 

“Genome-wide association study using whole-genome sequencing rapidly 

identifies new genes influencing agronomic traits in rice.” 

Kenji Yano, Eiji Yamamoto, Koichiro Aya, Hideyuki Takeuchi, Pei-ching Lo, Li 

Hu, Masanori Yamasaki, Shinya Yoshida, Hideki Kitano, Ko Hirano, and Makoto 

Matsuoka 

 

関連リンク 

・農学研究科  

・名古屋大学 > 生物機能開発利用研究センター 

・国立環境開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構  

 

【 5 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～ニホンウナギの光るたんぱく質 UnaGによるビリルビン測定-赤ちゃんの黄疸管理の改善へ～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学医学研究科小児科学分野の森岡一朗特命教授と，同医学部附属病院総合周産期母子

医療センターの岩谷壮太助教らの研究グループは，理化学研究所脳科学総合研究センター細胞

機能探索技術開発チームの宮脇敦史チームリーダーと共同で，ニホンウナギ由来の蛍光タンパ

ク質によるビリルビン測定が新生児黄疸の管理に応用できることを臨床的に証明しました。こ

の検査手法は，採取する血液量が限られる患者を扱う新生児医療にとって理想的な方法で，新

生児の黄疸管理方法を革新することが期待されます。この研究成果は，6月 21日(日本時間)に

英国科学雑誌「Scientific Reports」にオンライン掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_06_21_02.html） 

 

掲載雑誌 

Scientific Reports 

 

掲載論文 

“Fluorescent protein-based detection of unconjugated bilirubin in newborn 

serum” 

Sota Iwatani, Hajime Nakamura, Daisuke Kurokawa, Keiji Yamana, Kosuke 

Nishida, Sachiyo Fukushima, Tsubasa Koda, Noriyuki Nishimura, Hisahide 

Nishio, Kazumoto Iijima, Atsushi Miyawaki, Ichiro Morioka 

 

関連リンク 

・医学研究科  

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_06_21_01.html
http://www.nature.com/ng/index.html
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3596.html
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3596.html
http://www.ans.kobe-u.ac.jp/
http://www.nagoya-u.ac.jp/
http://bbc.agr.nagoya-u.ac.jp/
http://www.naro.affrc.go.jp/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_06_21_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_06_21_02.html
http://www.med.kobe-u.ac.jp/
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・未熟児の脳性まひ 皮膚でモニタリングし予防を 

・早産児の感染症「後遺症なき」生存へ 新たな診断基準を提唱   

 

【 6 】ニュース３--------------------------------------------------------------- 

～ミナミイワトビペンギンの人工授精に世界で初めて成功～ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

大阪市港区の海遊館と神戸大学大学院農学研究科の楠比呂志准教授との共同研究により，

2016年 6月 4日から 6日にかけて誕生したミナミイワトビペンギンの雛 3羽のうち 1羽が，人

工授精により誕生したことが DNA検査の結果わかりました。ミナミイワトビペンギンの人工授

精の成功は，世界で初めてのことです。 

ミナミイワトビペンギンは，フォークランド諸島など南極周辺の島々に生息する体長約 50セ

ンチメートルの種で，国際自然保護連合(IUCN)が定めるレッドリストにおいて，絶滅危惧種に

指定されています。 

楠准教授と海遊館は，ミナミイワトビペンギンの繁殖生態の解明と人口繁殖技術の確立を目

指し，2011年に共同研究を開始しました。2015年春にも受精卵が得られたものの，卵から雛が

孵らず，DNA検査の結果も自然繁殖による受精を示していました。 

そこで今回は，ミナミイワトビペンギンの飼育羽数が多く，自然繁殖の実績を持つ葛西臨海

水族園(東京都)に協力を依頼しました。4 月末に葛西臨海水族園のオスから良好な精子を採取

し，海遊館まで精子の性状を劣化させずに輸送。海遊館で飼育する 3羽のメスに，血液検査に

より産卵日を推定したうえで，最適なタイミングで人工授精を実施しました。 

人工授精を行った 3羽のメスは，4月 28日から 5月 4日にかけて 5つの卵を産み，ペアの親

鳥が約 1ヵ月あたため，6月 4日から 6日にかけて 3羽の雛が誕生しました。卵の殻の内側に

付着した血液で DNA 検査をおこなった結果，1 羽が人工授精による雛の誕生であることがわか

りました。 

   

 

 

関連リンク 

・海遊館 > ミナミイワトビペンギンの赤ちゃんが 3羽 誕生しました。 

・神戸大学農学研究科   

人工授精により誕生したミナミイワトビペンギンの雛 (海遊館提供) 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2015_09_23_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_04_01_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_06_23_01.html
http://www.kaiyukan.com/index.html
http://www.kaiyukan.com/topics/2016/06/topic_002187.html
http://www.ans.kobe-u.ac.jp/index.html
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★学友会のホームページ 

（http://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課内 

         TEL 078-803-5042  FAX 078-803-5024 

E-mail:plan-gakuyukai@office.kobe-u.ac.jp                              

http://www.kobe-u.com/alumni/

