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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。 

 

六甲山の紅葉も進み，寒い日が増してきましたが，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 】お知らせ１ ～神戸大学附属小学校 5年生 17名がフランス・マルセイユを訪問しまし

た～ 

【 2 】お知らせ２ ～久元喜造・神戸市長が法学部「政治過程論基礎」で講義を行いました

～ 

【 3 】お知らせ３ ～平成 28年度神戸大学・神戸市看護大学・園田学園女子大学 3大学合同

報告会「プラットフォーム」を開催しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～ケント大学長一行が神戸大学を訪問しました～ 

【 5 】お知らせ５ ～神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)五期生が武田廣神戸大

学長を表敬訪問しました～ 

【 6 】お知らせ６ ～「日欧亜におけるコミュニティの再生を目指す移住・多文化・福祉政

策の研究拠点形成」キックオフ・シンポジウムを開催しました(国際文

化学研究科)～ 

【 7 】お知らせ７ ～産学連携をテーマに 3大学シンポジウムを開催しました～ 

【 8 】お知らせ８ ～西オーストラリア州議会上院議員団から訪問がありました～ 

【 9 】お知らせ９ ～キャンパス・アジアプログラム参加学生が井上理事を表敬訪問しまし

た～ 

【 10 】お知らせ１０ ～「EUレクチャー・シリーズ」第 8回：ミハル・コットマン駐日ス

ロヴァキア共和国特命全権大使による講演会を開催しました～ 
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【 11 】ニュース１ ～【世界初】出生前に胎児のサイトメガロウイルス感染を検査する新手

法～ 

【 12 】ニュース２ ～海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸が探査航海か

ら帰港しました～ 

【 13 】ニュース３ ～絶滅危惧種の宝庫「椨川」で新種のラン「タブガワムヨウラン」を発

見～ 

【 14 】ニュース４ ～貴重古文書「九鬼家文書」が人文学研究科に寄贈されました～ 

【 15 】ニュース 5 ～法橋尚宏教授が Fellow of the American Academy of Nursing

（FAAN）を受賞しました～ 

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

 

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

～神戸大学附属小学校 5年生 17名がフランス・マルセイユを訪問しました～ 

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

神戸大学附属小学校では，「『グローバルキャリア人』としての基本的な資質を育成する」

との教育目標に基づき，「神戸大学附属小学校 GCP（Global Challenge Program）」を実践し

ています。 

 中でも今年は，「MRSプログラム」として，フランス・マルセイユ市を訪問。10月 9日から

14日の日程で訪れました。 

 

 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_25_01.html） 

 

 

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

～久元喜造・神戸市長が法学部「政治過程論基礎」で講義を行いました～ 

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

10月 24日，法学部の「政治過程論基礎」で久元喜造・神戸市長による講義が行われました。

学生で満員となった教室で，国における政策決定過程の変遷について講義があり，過去に国・

地方の政策立案を担い，実務経験に基づいた市長ならではの話に学生は熱心に耳を傾けていま

した。授業の最後には，たくさんの学生が積極的に質問をしている姿がありました。 
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【 3 】お知らせ３------------------------------------------------------------------- 

～平成 28年度神戸大学・神戸市看護大学・園田学園女子大学 3大学合同報告会「プラットフ

ォーム」を開催しました～ 

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

平成 28年 10月 15日（土），COC+事業の子育て高齢化対策の領域シンポジウムとして神戸大

学・神戸市看護大学・園田学園女子大学 3大学合同報告会「プラットフォーム」を，園田学園

女子大学で開催しました。 

これは，平成 27年度に採択された文部科学省の「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業

（COC+）」で進める本学の COC+の中で，“子育て高齢化対策”領域の活動に取り組む３つの大

学による第 1回目の合同報告会として開催し，各大学の学生や教員，市民など約 100名の参加

がありました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_26_01.html） 

 

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

～ケント大学長一行が神戸大学を訪問しました～ 

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

10月 26日，Professor Dame Julia Goodfellowケント大学長一行が神戸大学を訪問しまし

た。ケント大学からは，Anthony Manning理事（国際担当），Roger Vickerman理事（ヨーロッ

パ担当）ならびに Hannah McNorton国際部長が同行しました。 

一行は，始めに，武田廣学長を表敬訪問しました。懇談には，本学から，油井清光学長補佐

（国際連携担当），吉田健一科学技術イノベーション研究科教授・神戸大学ブリュッセルオフ

ィス所長，関根由紀法学研究科教授ならびに高城宏行国際教育総合センタープログラムコーデ

ィネート部門特命准教授が同席しました。懇談では，武田学長からの挨拶に続き，Goodfellow

学長からケント大学の国際化について紹介があり，その後，双方は，神戸大学ブリュッセルオ

フィスとケント大学ブリュッセル校との協力や Brexit により英国の大学が直面する教育・研

究面の問題などについて活発に意見を交換しました。 

  

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_27_01.html） 
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【 5 】お知らせ５------------------------------------------------------------------- 

～神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)五期生が武田廣神戸大学長を表敬訪問しま

した～ 

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

10 月 20 日，神戸オックスフォード日本学プログラムの留学生 7 名が武田廣神戸大学長を表

敬訪問しました。懇談には，井上国際交流担当理事・副学長，及び人文学研究科研究科長・増

本浩子教授，KOJSPアドバイザリーボード長・松本曜教授も同席しました。 

本プログラムは，協定に基づいて，オックスフォード大学東洋学部日本学専攻の学生全員を

神戸大学文学部において 1 年間受け入れるものです。2012 年 10 月からスタートして，今回が

第五期となります。 

 

   

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_10_27_03.html） 

 

【 6 】お知らせ６------------------------------------------------------------------- 

～「日欧亜におけるコミュニティの再生を目指す移住・多文化・福祉政策の研究拠点形成」キ

ックオフ・シンポジウムを開催しました(国際文化学研究科)～ 

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

国際文化学研究科が，人文学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，

国際連携推進機構との協力のもと今年度から開始した，日本学術振興会・研究拠点形成事業（A.

先端拠点形成型）「日欧亜におけるコミュニティの再生を目指す移住・多文化・福祉政策の研

究拠点形成」のキックオフ・シンポジウムが，10月 22日と 23日の 2日間，神戸大学百年記念

会館（六甲ホール）で開催されました。 

シンポジウムは、井上典之国際担当理事・副学長、国際連携推進機構長の開会挨拶、本事業

のコーディネーターである坂井一成国際文化学研究科教授の基調報告に続き、井上弘貴国際文

化学研究科准教授、青島陽子国際文化学研究科准教授、青山薫国際文化学研究科教授、岡田浩

樹国際文化学研究科教授、藤野一夫国際文化学研究科教授、王柯国際文化学研究科教授の司会

による 6 つのプリナリー・セッションにおいて、2 日間にわたって熱のこもった報告と議論を

展開しました。 
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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_28_01.html） 

 

【 7 】お知らせ７------------------------------------------------------------------- 

～産学連携をテーマに 3大学シンポジウムを開催しました～ 

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

10月 24日（月），京都大学・大阪大学・神戸大学３大学シンポジウム（主催：日本経済新聞

社，日本経済研究センター）が大阪市北区で開催されました。 

産業界，大学関係者など合わせて 500 名余りが聴講する中，3 大学の学長，総長と産業界の

代表が「産学連携は進化する～関西発イノベーションの決意」と題して，産学連携の現状と課

題について活発な意見を交わしました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_01_03.html） 

 

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

～西オーストラリア州議会上院議員団から訪問がありました～ 

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

10 月 25 日，西オーストラリア州議会上院議員団が神戸大学を訪問しました。バリー・ハウ

ス西オーストラリア州議会上院議長を始めとする上院議員団一行は，油井清光学長補佐（国際

連携担当），冨山明男工学研究科長，松山秀人先端膜工学センター長と懇談しました。 

西オーストラリア州は 1981年から兵庫県と姉妹州の協定を結んでおり，経済・文化両面にお

いて活発な交流が続いています。また，神戸大学は同州の西オーストラリア大学，カーティン

工科大学ならびにマードック大学と学術交流協定を締結しており，学生や研究者による継続的

な交流を推進しています。 

懇談では，始めに，油井学長補佐より歓迎のお言葉とともに，神戸大学と西オーストラリア

州の大学との学術交流状況についての簡単な紹介がありました。続いて，松山先端膜工学セン

ター長による本学の先端膜工学センターや膜工学研究に関するプレゼンテーションが行われま

した。プレゼンテーションを受けて，西オーストラリア州の訪問団からは，膜工学研究が水資

源管理といった社会問題にどのように貢献できるのか等，多くの質問がよせられ，活発な意見

交換が行われました。 

今後も，神戸大学と西オーストラリア州のさらなる交流の発展が期待されます。 
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【 9 】お知らせ９------------------------------------------------------------------- 

～キャンパス・アジアプログラム参加学生が井上理事を表敬訪問しました～ 

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

11 月 2 日，キャンパス・アジアプログラム※ に参加している学生 7 名が，井上典之国際担

当理事・副学長を表敬訪問しました。懇談には，国際協力研究科の小川啓一教授，国際教育総

合センターの小石佳子特命講師も同席しました。 

表敬訪問では，今年 10 月から中国の復旦大学より本プログラムで来日中の学生から現在日

本語の勉強も含めた学修を行っているとの報告がありました。 

井上理事からは学生に対し，「神戸大学での留学生活が有意義なものになるよう頑張ってく

ださい」との激励の言葉が贈られました。 

※神戸大学大学院国際協力研究科は，今年 3月末まで中国の復旦大学国際関係・公共事務学

院と韓国の高麗大学校国際大学院との間で日中韓の大学院コンソーシアムを形成し，文部科学

省－大学の世界展開力強化事業「東アジアにおけるリスク・マネジメント専門家養成プログラ

ム」の下，国際的に活躍する「リスク・マネジメント専門家」の養成に向けた共同教育プログ

ラムを展開してきました。10 月より「平成 28 年度大学の世界展開力強化事業」に採択され，

キャンパス・アジアプログラムとして引き続き教育連携プログラムを実施しています。 

 

  

 

【 10 】お知らせ１０---------------------------------------------------------------- 

～「EUレクチャー・シリーズ」第 8回：ミハル・コットマン駐日スロヴァキア共和国特命全

権大使による講演会を開催しました～ 

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

11月 1日（火），ミハル・コットマン駐日スロヴァキア共和国特命全権大使が「EUレクチャ

ー・シリーズ」第 8回として“What does the EU mean to Slovakia?”のテーマで講演されま

した。 

講演会は，4 限の国際文化学研究科坂井一成教授の「国際関係論」の授業の中で行われまし

た。講演会はスロヴァキア語・日本語の逐次通訳を使い，EUにおけるスロヴァキア，今年 7月

から 12月までの半年間を務める EU理事会の議長国としての挑戦と機会，優先課題，任期前半

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_07_05.html
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の実績についてお話いただきました。スロヴァキアは EUへの加盟により EU域内の自由移動，

留学または就労の自由，共通通貨ユーロの利用などの恩恵を受け，国民は EUに対して大変ポジ

ティブな態度であるとのお話がありました。また，議長国として公正な仲介の役割を果たすこ

とが期待される一方，スロヴァキアとしての優先課題を重視できる機会でもあること，そして

任期前半で気候変動問題，EU域外との国境の保護，EUの拡大，日本関連では EUと日本の自由

貿易協定，その他多岐に渡る分野の政策について非公式の首脳・閣僚会議，その他関連イベン

トを多数開催しているとのご説明がありました。質疑応答では学生から EU 加盟によるネガテ

ィブな側面などについて質問がありました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_07_02.html） 

 

【 11 】ニュース１------------------------------------------------------------------ 

～【世界初】出生前に胎児のサイトメガロウイルス感染を検査する新手法～ 

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

神戸大学の山田秀人教授（医学研究科産科婦人科学分野），谷村憲司講師（附属病院総合周

産期母子医療センター），森岡一朗特命教授（医学研究科小児科学分野こども急性疾患学部門），

及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，出生前に胎児の先天

性サイトメガロウイルス感染の有無を検査する新手法を世界で初めて見出しました。これは，

胎児・母体ともに体に負担のない検査であり，今後の普及が期待されます。 

 この研究成果は，10月 20日に，米国の科学雑誌 Clinical Infectious Diseases （クリニ

カル インフェクシャス ディージズ）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_27_01.html） 

 

【 12 】ニュース２------------------------------------------------------------------ 

～海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸が探査航海から帰港しました～ 

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

海洋底探査センターと海事科学研究科附属練習船深江丸による探査航海のため，10 月 13 日

（木）11時に神戸大学深江キャンパスの岸壁を出航した深江丸は，鹿児島県沖の鬼界カルデラ

における探査活動を達成し，10月 27日（木）9時 55分に 15日間の航海を終えて，無事深江キ

ャンパスの岸壁に入港着岸しました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_01_02.html） 

 

【 13 】ニュース３------------------------------------------------------------------ 

～絶滅危惧種の宝庫「椨川」で新種のラン「タブガワムヨウラン」を発見～ 

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

神戸大学大学院理学研究科の末次健司特命講師は，日本に生育する菌従属栄養植物の分布の

調査と，その分類の整理に取り組んでいます。2015年 7月，末次講師と協力し，屋久島の菌従

属栄養植物の調査を行っていた写真家の山下大明氏は，鹿児島県熊毛郡屋久島町東部の愛子岳

椨川流域と女川流域の低地照葉樹林で，未知の菌従属栄養性のラン科植物を発見しました。こ

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_07_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_10_27_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_10_27_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_01_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_01_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_03_01.html
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の知らせを受けた末次健司特命講師は，在野の植物研究家である福永裕一氏と共に標本を精査

しました。その結果，この植物はラン科ムヨウラン属のムロトムヨウランに近縁であるものの，

唇弁やずい柱といった花の内部構造が異なることから，ムロトムヨウランと区別できることを

明らかにしました。そこで本種を新種として記載し，発見場所の地名を冠して，『タブガワム

ヨウラン Lecanorchis tabugawaensis』と命名しました。本研究成果は，11月 3日発行の植物

分類学の国際誌「Phytokeys」に掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_03_01.html） 

 

【 14 】ニュース４------------------------------------------------------------------ 

～貴重古文書「九鬼家文書」が人文学研究科に寄贈されました～ 

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

かねてより神戸大学大学院人文学研究科に寄託中であった，九鬼家文書（全 9点）が，同大

学院に寄贈されました。織田信長，豊臣秀吉の発給文書を含む貴重な古文書です。この古文書

は，神戸市北区の佐野元昭さん宅に保管されていました。この度，大学における教育，研究の

ためにこれらの古文書が活用されることを望まれた元昭さんのご意志により，神戸大学に御寄

贈いただく運びとなりました。 

寄贈いただいた古文書については，附属図書館のホームページ上で紹介する予定ですが，概

要は，人文学研究科地域連携センター発行の『Link』6号（2014年）に，「［速報］新出の「九

鬼家文書」の紹介」（村井良介研究員執筆）と題して紹介されています。 

 

         

 

関連リンク 

・［速報］新出の「九鬼家文書」の紹介(PDF形式)  

 

【 15 】ニュース５------------------------------------------------------------------ 

～法橋尚宏教授が Fellow of the American Academy of Nursing（FAAN）を受賞しました～ 

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

2016 年 10月 22 日，アメリカのワシントン D.C.において，American Academy of Nursing

（AAN）による Fellow of the American Academy of Nursing（FAAN）の受賞式がとりおこなわ

れ，保健学研究科看護学領域の法橋尚宏教授（看護学領域長）が受賞しました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_03_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_04_02.html
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81008713.pdf
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_07_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_11_07_01.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                              

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_07_01.html
http://www.kobe-u.com/alumni/

