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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。 

 

ようやく秋らしい天候になり，過ごしやすい日が続くようになりましたが，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 】イベント１ ～六甲祭を開催します～ 

【 2 】イベント２ ～神戸大学先端融合研究環統合研究拠点・計算科学教育センター「一般

公開」～ 

【 3 】お知らせ１ ～「カンボジア神戸大学同窓会」が発足しました～ 

【 4 】お知らせ２ ～神戸大学学術・産業イノベーション創造本部の除幕式を行いました～ 

【 5 】お知らせ３ ～Sudan Academy of Sciencesから訪問がありました～ 

【 6 】お知らせ４ ～2016年版の神戸大学環境報告書を公表しました～ 

【 7 】ニュース１ ～日本語教育グローバルネットワークに採択されました～ 

【 8 】ニュース２ ～遺伝性感音難聴の原因遺伝子変異を同定し難聴患者の病態を再現した

遺伝子操作マウスの作製に成功～ 

【 9 】ニュース３ ～長尾徹准教授が厚生労働大臣表彰を受賞しました～ 

【 10 】ニュース４ ～肝臓の線維化を改善するホルモンの同定に成功 －非アルコール性脂

肪性肝炎・肝硬変の治療応用の可能性－～ 

【 11 】ニュース５ ～DNAのメチル化が雑種強勢に重要であることを発見 ―収量性に優れ

た野菜の品種育成の効率化に期待－～ 

********************************************************************************** 
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【 1 】イベント１------------------------------------------------------------------- 

～六甲祭を開催します～ 

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

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://home.kobe-u.com/rokkosai/index.html） 

 

【 2 】イベント２------------------------------------------------------------------- 

～神戸大学先端融合研究環統合研究拠点・計算科学教育センター「一般公開」～ 

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

神戸大学先端融合研究環統合研究拠点・計算科学教育センターでは，11月 5日(土)にポート

アイランドで行われる神戸医療産業都市・京コンピュータ 一般公開に参加します。 

今回は毎年行っております３次元可視化システム見学会に加えまして，次世代サブサーフェ

スイメージングシステム研究プロジェクト/理学研究科 准教授 木村 建次郎，地域協働型レ

ジリエント減災システム研究プロジェクト/都市安全研究センター 教授 飯塚敦，３次元可

視化システムを活用した文理融合研究プロジェクト/人間発達環境学研究科 教授 伊藤 真之

のミニ講演会を開催いたします。神戸大学で行われている研究内容をわかりやすくご紹介いた

します。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2016_11_05_01.html） 

 

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

～「カンボジア神戸大学同窓会」が発足しました～ 

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

「カンボジア神戸大学同窓会」が，2016 年９月 17 日カンボジアの首都プノンペンにおいて

発足しました。カンボジア同窓会は 14番目の同窓会組織として発足し，これにより本学は急成

長する ASEAN地域をほぼ網羅する海外ネットワークを構築することになりました。この同窓会

の発足会は，国際協力研究科の協力のもと，長年取り組んできた教育プログラムである JDS（The 

Project for Human ResourceDevelopment Scholarship by Japanese Grant Aid） program 

follow-up seminar と並行して開催されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_30_02.html） 

 

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

～神戸大学 学術・産業イノベーション創造本部の除幕式を行いました～ 

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

神戸大学は，平成 28年 10月 1日より学術研究推進本部と連携創造本部を発展的に解消し，

これらの機能を統合した，「学術・産業イノベーション創造本部」を新たに設置しました。 

新本部の設置により，組織の枠を超えた統合的運営を図り，知の創造から社会実装までを一

元的に行う体制を構築します。 

具体的には，研究面においては，優れた研究成果を社会実装に結びつけることによって競争

的資金や外部資金を獲得し，これらを研究に還元，或いは新たな萌芽研究に投資することによ
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って総合的な研究力を強化し，次のステップに進めることが可能となるよう，新本部は，学術

イノベーションや産業イノベーションを推進するための中心的な役割を果たしていきます。 

また，大学運営という面では，研究支援や大学経営に関わる情報収集・分析や研究プロジェ

クトの立ち上げ・展開のための企画立案から大学経営への関与に至るところまで手腕を発揮で

きる多彩な人材と，その人材育成行うミッションを付加した組織として進化させていきます。 

除幕式では，最初に小田副学長から新本部設置の経緯について説明があり，その後，武田学

長から祝辞がありました。つづいて，学長，小川理事，内田理事，吉井理事の除幕により新本

部の看板がお披露目されました。 

 

  

 

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

～Sudan Academy of Sciencesから訪問がありました～ 

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

10月 5日，Sudan Academy of Sciencesから Eisa Ibrahim El Gaali学長が，小川真人研

究・産学連携担当理事・副学長を表敬訪問しました。懇談には，油井清光学長補佐 (国際連携

担当)，杉本幸裕農学研究科教授が同席しました。 

懇談では，始めに，Eisa学長から Sudan Academy of Sciencesの紹介がありました。続いて，

杉本教授から，地球規模課題対応国際科学技術事業（SATREPS）に採択された，本学とスーダン

共和国のスーダン国立研究所と共同で担当している根寄生雑草ストライガに関する研究につい

ての説明がありました。また，スーダン共和国の学生の本学のサマープログラムへの参加や，

スーダン共和国への日本人学生の留学についてなど，研究に関する協力のみに止まらない両国

の交流拡大の可能性について話し合われました。 

 

  

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_12_01.html
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【 6 】お知らせ３------------------------------------------------------------------- 

～2016年版の神戸大学環境報告書を公表しました～ 

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

「環境報告書 2016」をウェブサイトにて公表しました。 

 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_09_30_01_1.html） 

 

【 7 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～日本語教育グローバルネットワークに採択されました～ 

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

国際文化学研究科，定延利之教授・林良子教授らを中心としたプロジェクト「『面白い話』

で世界をつなぐ」が日本語教育グローバルネットワークに採択されました。日本語教育グロー

バルネットワークは，世界各国の日本語教育関連組織が加盟する，国際連携による実践活動や

学術研究の活性化を目的とした組織です。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_05_01.html） 

 

関連リンク 

・「わたしのちょっと面白い話コンテスト」公式サイト  

・民間話芸調査研究「面白い話コンテスト」の国際的展開による音声言語データの共有化  

 

【 8 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～遺伝性感音難聴の原因遺伝子変異を同定し難聴患者の病態を再現した遺伝子操作マウスの作

製に成功～ 

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

神戸大学バイオシグナル総合研究センターの上山健彦准教授と，京都大学大学院医学研究科

耳鼻咽喉科・頭頸部外科の北尻真一郎研究員らの研究グループは，遺伝性感音難聴（※1）の原

因遺伝子変異を同定し，難聴患者の病態を再現した遺伝子操作マウスの作製に成功しました。

今後，このマウスを用いた研究により，難聴患者の新規治療薬の開発が期待されます。この研

究成果は，10月 5日に，欧州分子生物学機構（EMBO）の科学誌「EMBO Molecular Medicine」

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/info/2016_10_06_01.html） 

 

【 9 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～長尾徹准教授が厚生労働大臣表彰を受賞しました～ 

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

2016 年 9 月 25 日，リハビリテーション科学領域の長尾徹准教授が，保健医療行政に対する

協力，作業療法界の指導育成等に特に顕著な功績のあった者として，厚生労働大臣表彰を受賞

しました。 
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詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_07_03.html） 

 

【 10 】ニュース４------------------------------------------------------------------ 

～肝臓の線維化を改善するホルモンの同定に成功 －非アルコール性脂肪性肝炎・肝硬変の治

療応用の可能性－～ 

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

神戸大学大学院医学研究科糖尿病内分泌内科学の高橋裕准教授，西沢衡医学研究員らの研究

グループは，非アルコール性脂肪性肝炎(NASH※1)・肝硬変における肝臓の線維化を改善するホ

ルモンを同定し，そのしくみを明らかにすることに成功しました。NASHは日本においても増加

し続けていますが，線維化の抑制が生命予後の改善に重要であることから，今後，NASH，肝硬

変への治療応用が期待されます。この研究成果は，10 月 10 日の午後 6 時(日本時間)に，

「Scientific Reports誌」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_10_11_01.html） 

 

【 11 】ニュース５------------------------------------------------------------------ 

～DNAのメチル化が雑種強勢に重要であることを発見 ―収量性に優れた野菜の品種育成の効

率化に期待－～ 

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

神戸大学大学院農学研究科の大学院生・石倉園子さん，宮路直実さん，藤本龍准教授，安田

剛志教授とオーストラリアの CSIROの Elizabeth S. Dennis博士の研究グループは，DNAメチ

ル化の維持に関わる遺伝子が，シロイヌナズナの雑種強勢に密接に関係していることを発見し

ました。この発見を，ハクサイやキャベツ等のアブラナ科野菜の研究に応用し，収量性に優れ

た品種育成の効率化へと結びつけることが期待されます。 この研究成果は１０月８日（日本時

間）に米国科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America」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_10_11_02.html） 

 

 

★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                              
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