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新年明けましておめでとうございます。 

本年も学友会活動にご支援ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

                                                                  

★「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 ～【学長新年挨拶】激動の時期にこそ，着実な大学変革をめざす～ 

【 2 】お知らせ２ ～東アジア日本研究者協議会第 1回国際学術会議が開催されました～ 

【 3 】お知らせ３ ～久元神戸市長が海事科学研究科を訪問しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～平成 28年度補正「地域科学技術実証拠点整備事業」に採択されました

～ 

【 5 】ニュース１ ～タンパク質中の原子の動き，自由電子レーザーにより動画撮影に成功 

－光によって水素イオンを輸送する仕組みを解明－～ 

【 6 】ニュース２ ～遺伝子の優劣関係を決める新たな仕組みを解明 メンデルの優性の法則

の謎を 100年ぶりに～ 

【 7 】ニュース３ ～女子タッチフット Rooksが全日本王座決定戦さくらボウルで 3連覇を

達成しました～ 

【 8 】ニュース４ ～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，

みんなで食べました～ 

【 9 】ニュース５ ～国際文化学部の森原佳歩さんが第 5回学生英語プレゼンテーションコ

ンテスト個人の部で優秀賞を受賞しました～ 

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

～【学長新年挨拶】激動の時期にこそ，着実な大学変革をめざす～ 

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

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては，良いお正月を迎えられた

ことと存じます。 

 

平成２７年４月に現大学執行部が「先端研究・文理融合研究で輝く卓越研究大学」を目指す

新ビジョンの下にスタートして２年目を迎え，平成２８年度から第３期中期目標・中期計画期

間が始まりました。まず，昨年１年間における本学の主な動きを振り返ってみたいと思います。 

 

昨年は様々な改革が実行に移された一年でありました。組織改革では，教員組織と教育研究

組織の分離，教員人事のポイント制が始動しました。また教学面では，クォーター制が開始さ

れ，グローバルチャレンジプログラムとあわせて，グローバル人材育成のための様々な仕組み

が動き出しました。 

 

新たな組織としては，科学技術イノベーション研究科と株式会社科学技術アントレプレナー

シップの設置が挙げられます。改めて申し上げるまでもなく，本学の強みである社会科学と自

然科学の融合による野心的な取り組みであると同時に，本学の研究成果を社会へ還元し，さら

にその果実を本学の新たな活動財源へと循環させることを目指したシステムであります。さら

に，「バイオシグナル総合研究センター」，「社会システムイノベーションセンター」が設置

されたほか，１０月には学術研究推進本部と連携創造本部を発展的に解消して双方の機能を統

合した「学術・産業イノベーション創造本部」が新たに設置されました。 

 

地域との連携では，まず，ポートアイランド地区に今年４月に開設予定の「国際がん医療・

研究センター」の設置が挙げられます。このセンターは，シスメックス株式会社から多額のご

寄付をいただくことで実現した訳ですが，次世代医療，医療機器の新規開発などでの本学の新

たな研究拠点となります。また，平成２８年度補正予算の「地域科学技術実証拠点整備事業」

では，神戸市との協力のもと，医療用ロボット等の革新的な医療機器開発の産学官連携での実

用化拠点が設置されることが決まりました。これらの拠点設置により，医療産業都市構想を進

める地元神戸への一層の貢献が可能となります。また，ＣＯＣ＋事業では，引き続き県・市を

はじめとする地域との連携協力を推進しており，地域創生への大学の関わり方について議論を

続けております。さらに，神戸新聞社との協議の中で，本学の研究成果の社会発信について具

体的な話し合いを進めているところです。 

 

国際化への取り組みとしては，昨年が日本・ベルギー友好１５０周年であったことから，神

戸大学ブリュッセルオフィス・第７回シンポジウムの開催とともに，訪日されたベルギー王室

をはじめベルギーの政府・学術機関関係者と様々な交流を持つことが出来ました。また，米州

における教育・研究等の交流および活動拠点として，本学６番目の海外拠点である「神戸大学

ホノルル拠点」を開設しました。これらの国際交流の強化は，本学の研究活動のグローバル化，

さらには今年４月に開設予定の国際人間科学部などでの学生交流の基盤となるものと思われま

すので，引き続き関係各位の努力を期待したいと思います。 

 

昨年は様々な制度改革を断行した結果，お集まりの皆様をはじめ，学内構成員にはご負担を

おかけした一年だったと思います。しかしながら，本学を取り巻く環境は引き続き厳しいもの
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があり，国立大学運営費交付金も下げ止まったとは言え，基盤的な経費が大幅に増加するなど

の劇的な改善が起こりうる状況にはありません。私は，国立大学だけでなく，日本の高等教育

そのものの将来像，グランドデザインを責任ある形で国が策定すべきとの考えをことあるごと

に訴えています。法人化前後から，高等教育政策は迷走の感がぬぐえません。逆に言えば，変

動期であるこの時期は固定化した状況を打破するチャンスでもあります。そのためにも，本学

は先んじて新たな機会を生かしていかなければなりません。様々な情報を分析しても，本学の

置かれている状況は決して楽観できるものではありません。指定国立大学法人に関しても，残

念ながら，申請要件を満たす事が出来ませんでしたが，今後，本学の真価が問われる機会が訪

れたとき，自信を持って手を挙げられる神戸大学でなければなりません。現在進めている大学

改革の取り組みを怠れば，瞬く間に本学の運営は立ちゆかなくなるとの認識を持ち続けていた

だきたいと思います。 

 

引き続き，ビジョンで掲げた「卓越研究大学」を目指して，構成員の皆様とともに進んで行

く決意を新たにして，新年のご挨拶とさせて頂きます。 

  

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

～東アジア日本研究者協議会第 1回国際学術会議が開催されました～ 

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

本年，北米を中心としたアジア学会(AAS)，欧州を中心とした欧州日本学会(EAJS)と並ぶ，東

アジアにおける地域の境界を越えた日本研究関連の学術・人的交流を目的として，東アジア日

本研究者協議会が発足しました。それを受けて，2016年 11月 31日〜12月 2日，ソウル大学校

日本研究所を主管として，東アジア日本研究者協議会第１回国際学術会議が，韓国仁川のソン

ド・コンペンシアで開催されました。 

企画パネル・共同パネル・次世代パネル・自由パネル合わせて 50の企画が用意され，300人

を越える韓国・中国・台湾・日本の専門家と若手研究者が集まり，活発な議論が展開されまし

た。「東アジア日本研究者協議会の構築の意味とビジョン」と題する企画パネルにおいては，

発起人を務めた 5人の日本研究者から協議会設立の経緯，今後の活動ビジョンについて詳細な

説明がなされました。また，国立新美術館長青木保氏による「東アジアに学術と文化の時代」

と題する特別講演がなされました。 

 神戸大学からは，共同パネルとして「東アジアにおける戦争と平和再考———複眼的アプロー

チ」，「歴史と比較から読み解く現代日本の結婚の諸相：日韓台の調査データも用いて」（い

ずれも人文学研究科）を企画した他，次世代パネルにおいても司会や討論者を担当しました。

広報ブースでは，出版図書の展示・広報物の配布を行いました。 

 12 月 2 日の運営委員会では，今後の協議会の活動方針が議論され，第 2 回の協議会開催地

に中国天津市の南開大学が決定されました。 

 神戸大学国際連携推進機構は，アジア総合学術センターを中心として，今後の協議会の運営

に積極的な役割を果たしてゆく予定です。 

 

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

～久元神戸市長が海事科学研究科を訪問しました～ 

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

12 月 27 日，久元喜造神戸市長一行が海事科学研究科（深江キャンパス）を訪問し，本学関

係者との懇談，及びキャンパス内の施設見学を行いました。 

懇談では，小田啓二副学長及び内田誠海事科学研究科長から，海事科学部・海事科学研究科

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_27_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_28_02.html
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の沿革や教育研究体制の紹介が行われた後，巽好幸海洋底探査センター長から，平成 27 年 10

月に発足した本センターにおける研究の紹介，及び今年 10 月に鹿児島県の薩摩硫黄島付近に

ある「鬼界カルデラ」で実施した探査航海の概要及び成果について説明がありました。 

引き続き，久元市長及び本学関係者との間で，海洋人材の育成に関すること，海洋産業の発

展に関すること，海洋底探査に関すること等について意見交換が行われ，久元市長から，本学

部・研究科における教育体制，及びこれまでに輩出してきた人材等について質問がありました。 

来年は神戸開港 150年，及び海事科学部創基 100周年を迎えることもあり，久元市長は，本

研究科の前身であり 1917 年に開校した川崎商船学校から引き継がれている海・船に関する教

育研究と人材育成・輩出の実績について，また，本研究科の今後の展望や特筆すべき研究分野

等について興味深く耳を傾けていました。 

懇談後，久元市長一行は，船舶運航シミュレータ，及び練習船深江丸を見学しました。船舶

運航シミュレータでは，三輪誠講師の説明のもと，大型コンテナ船の模擬操船，及び機関プラ

ントでの実習風景を見学しました。 

また，練習船深江丸では，矢野吉治船長による本船の施設・設備，及びこれまでの航海実績

等の説明に続き，船内各所を回り，航海機器や機関プラント等を見学し，学生からの説明に耳

を傾けるとともに，各機器の機能等について質問がありました。 

 

 

船舶運航シミュレータの見学          深江丸の見学 

 

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

～平成 28年度補正「地域科学技術実証拠点整備事業」に採択されました～ 

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

文部科学省はこのほど平成 28年度補正「地域科学技術実証拠点整備事業」に応募があった提

案の中から 22件の採択を決定しました。本事業は，地域の大学・公的研究機関等で生まれた研

究成果を事業化につなげ，地域が成長しつつ一億総活躍を実現していくために，企業と大学・

公的研究機関等が連携し，研究等の成果を実証するための施設・設備を整備するものです。 

神戸医療産業都市においては，川崎重工業とシスメックスの合弁により設立されたメディカ

ロイドが手術支援ロボットの 2019 年の上市に向け開発を進めるとともに，神戸大学が革新的

医療機器の開発や臨床研究の拠点となる「神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター」

を 2017 年に開設する予定であり，新たなイノベーションが生まれる局面をむかえようとして

います。 

そこで，神戸大学と公益財団法人神戸国際医療交流財団が共同事業者，神戸市が提案者とな

り，企業や医療機関との連携による先進的医療機器の開発・実用化を目的に，臨床現場に密に

連携した環境を有する「国産医療用ロボット等革新的医療機器の統合型研究開発・創出拠点」

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_28_03.html
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を整備することにしました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_28_03.html） 

 

【 5 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～タンパク質中の原子の動き，自由電子レーザーにより動画撮影に成功 －光によって水素イ

オンを輸送する仕組みを解明－～ 

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

南後恵理子 京都大学医学研究科客員研究員（兼理化学研究所研究員），岩田想 京都大学医

学研究科教授（兼理化学研究所グループディレクター），久保稔 理化学研究所専任研究員，矢

橋牧名 同グループディレクター，登野健介 高輝度光科学研究センターチームリーダー，中根

崇智 東京大学特任研究員，木村哲就 神戸大学特命講師，溝端栄一 大阪大学講師，Richard 

Neutze ヨーテボリ大学教授らの共同研究グループは，X線自由電子レーザー（XFEL）施設 SACLA

の高品質な光を利用して，膜タンパク質が働く瞬間を原子レベルで，コマ送り動画のように捉

えることに世界で初めて成功しました。本研究成果は，2016年 12月 23日午前 4時に米国の科

学雑誌「Science」に掲載されました。 

 

本件に係る詳細はこちらをご覧ください：詳細資料（京都大学 HP）  

 

【 6 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～遺伝子の優劣関係を決める新たな仕組みを解明 メンデルの優性の法則の謎を 100 年ぶりに

～ 

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

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科の和田七夕子助教，高山誠司客員教授

（現東京大学大学院農学生命科学研究科教授）らの研究グループは，東北大学，大阪教育大学，

神戸大学大学院農学研究科の安田（高崎）剛志教授，農研機構との共同研究により，どちらか

片方の親の遺伝子の性質だけが子に現れるというメンデルの「優性の法則」として知られる現

象について，複雑な優劣関係を決定する新たな仕組みを世界で初めて明らかにしました。 

今回の研究は，遺伝子の優劣関係を制御する新たな仕組みを明らかにしただけでなく，有用

な遺伝子を働かせたり，有害な遺伝子の働きを抑えたりする技術へと結びつく可能性があり，

植物育種への応用が期待できます。 

本成果は，英科学誌 Natureの植物専門オンライン姉妹誌，Nature Plants（1月号：英国時

間 12月 22日（木）午後 4時（日本時間 平成 28年 12月 23日（金）午前 1時））に掲載され

ました。 

 

本件に係る詳細はこちらをご覧ください：詳細資料（奈良先端科学技術大学院大学 HP）  

 

【 7 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～女子タッチフット Rooksが全日本王座決定戦さくらボウルで 3連覇を達成しました～ 

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

2017 年 1月 3日(火)，女子タッチフットボール日本一を決める「第 22回全日本王座決定戦

さくらボウル」が東京ドームで行われ，神戸大学 Rooks が社会人代表のヘイルメイリーを 33-

20で下し，優勝しました。これにより，チーム初の日本一 3連覇達成となります。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_28_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_12_26_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_12_26_01.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2016/161223_1.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_12_26_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_12_26_02.html
http://www.naist.jp/news/2016/12/003573.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_04_01.html
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主将・北山菜生さん(発達科学部 3年)のコメント：  

「チームとして初の 3連覇を達成できました。去年は同点優勝だったので，今年は勝ちきるこ

とができてうれしいです。来シーズンは 4連覇を達成できるよう，また一からチームを作って

いきたいと思っています」 

 

  

 

関連リンク  

・神戸大学 Rooks   

 

【 8 】ニュース４------------------------------------------------------------------- 

～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，みんなで食べました～ 

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

附属小学校 2年生は「お米をそだててあじわおう」という学習を毎年行っています。自分た

ちが日頃食べるお米について，田植えから収穫そして食べることを通じて，食の大切さやお米

作りの大変さを学ぶことを目指しています。 

今年度もその学習支援のために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

田中大輔技術職員，大学院生の岡田聡史，学部生の小柳悠が指導を行いました。 

 

  

http://home.kobe-u.com/rooks/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_04_02.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/info/2017_01_04_02.html） 

 

【 9 】ニュース５------------------------------------------------------------------- 

～国際文化学部の森原佳歩さんが第 5回学生英語プレゼンテーションコンテスト個人の部で優

秀賞を受賞しました～ 

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

2016 年 12月 3日(土)，第 5回学生英語プレゼンテーションコンテストが東京・イイノホー

ルで開催され，国際文化学部 1年の森原佳歩さんが個人の部で優秀賞を受賞しました。コンテ

ストは，英語力だけでなく，論理的な思考や説得力なども審査されます。全国の大学，専門学

校などから，過去最多の 699人の応募があったなか，激戦を勝ち抜きました。 

森原さんは，中国人観光客のなかでも特にカップル客をターゲットとし，香川県の文化を知

るツアーを提案しました。 

 

森原さんのコメント：  

「たくさんのオーディエンスの方々の前で大きなスクリーンを使って発表をするのは今回が初

めてだったので，緊張しましたが，発表しているときは本当に楽しかったです。今回までに，

神戸大学の KALCSでプレゼンセミナーを受講し，ネイティブの先生にプレゼンの基礎を教えて

いただいたり，普段の英語の授業を担当してくださっている先生にもアドバイスをいただいた

り，またプレゼンテーションの内容は香川県の皆様にも協力していただき，本当に感謝してい

ます。今回のプレゼンがよいモチベーションに繋がったので，これからも興味のある観光を深

く勉強していきたいです」 

 

関連リンク 

・第 5回全国学生英語プレゼンテーションコンテスト公式 HP 

 

 

★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/info/2017_01_04_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_05_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_01_05_01.html
http://www.kandagaigo.ac.jp/contest/
http://www.kobe-u.com/alumni/

