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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。 

 

年が明け，早２ケ月が過ぎましたが，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 ～神戸大学経済経営研究所 特別公開シンポジウム 梶田隆章教授 2015

年ノーベル物理学賞受賞・2017年度 JcRIC会長就任記念 「梶田隆章

教授×武田廣学長」～ 

【 2 】お知らせ２ ～「第 15回歴史文化をめぐる地域連携協議会－つながりを生み出す環境

づくり－」を開催しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～若手教員の長期海外派遣成果報告会 (第 7回) を開催しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～關水康司氏特別講演会「海事産業とマリタイムガバナンスの研究」を

開催しました～ 

【 5 】お知らせ５ ～女子タッチフット「Rooks」さくらボウル 3連覇の祝勝会を開催しまし

た～ 

【 6 】お知らせ６ ～神戸大学ブリュッセルオフィスにアドバイザーが就任しました～ 

【 7 】お知らせ７ ～国際広報の活動強化にむけて欧州委員会関係者を招聘しました～ 

【 8 】ニュース１ ～質量分析計を用いたメタボローム解析による 大腸がんの早期スクリー

ニング法を開発～ 

【 9 】ニュース２ ～乾秀之准教授が第 34回村尾育英会学術賞を受賞しました～ 

【 10 】ニュース３ ～胸腺腫による新たな自己免疫性下垂体疾患を発見―自己免疫発症メカ

ニズムの解明につながる―～ 
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【 11 】ニュース４ ～理数系科目の授業時間減少が研究開発力に与える影響を明らかに―学

習指導要領の変遷と失われた日本の研究開発力―～ 

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

 

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

～神戸大学経済経営研究所 特別公開シンポジウム 梶田隆章教授 2015年ノーベル物理学賞受

賞・2017年度 JcRIC会長就任記念 「梶田隆章教授×武田廣学長」～ 

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

梶田隆章教授（東京大学宇宙線研究所長）は「ニュートリノ振動の発見」により，2015年ノ

ーベル物理学賞を受賞されました。さらに，2017年 4月には，国立大学附置研究所・センター

長会議（JcRIC）の会長に就任されます。本シンポジウムでは，梶田教授のノーベル物理学賞受

賞及び JcRIC会長就任を記念して，梶田教授にご講演いただくとともに，神戸大学が誇る物理

学者・武田廣学長とご対談いただきます。対談に加え，フロアーとの質疑応答も重視した対話

型シンポジウムに是非ご参加ください。 

 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2017_03_29_02.html） 

 

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

～「第 15回歴史文化をめぐる地域連携協議会－つながりを生み出す環境づくり－」を開催しま

した～ 

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

平成 29年 1月 29日（日），本学人文学研究科および同地域連携センターは，兵庫県教育委

員会および COC+ひょうご神戸プラットフォーム協議会，科学研究費基盤研究 S「災害文化形成

を担う地域歴史資料学の確立──東日本大震災を踏まえて」研究グループ（研究代表者・奥村

弘）の共催により，「第 15回歴史文化をめぐる地域連携協議会」を，瀧川記念学術交流会館２

階大会議室を会場として開催いたしました。今回のテーマは「地域歴史文化をめぐる〈場〉－

つながりを生み出す環境づくり－」とし，大学・行政・住民のそれぞれの立場から報告がおこ

なわれました。 

 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_02_13_01.html） 

 

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

～若手教員の長期海外派遣成果報告会 (第 7回) を開催しました～ 

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

2 月 8 日，神戸大学本部棟大会議室にて「神戸大学若手教員長期海外派遣制度」に係る派遣

成果報告会を開催しました。本制度は，福田秀樹前学長主導のもと，次世代の教育研究を担う

人材の育成に資することを目的に，平成 21年に設立され，平成 27年 4月に現武田廣学長が就

任した後も，本制度を継続することとなりました。平成 26年度終了時までに 99名を派遣して

おり，さらに平成 29年度までに 41名の研究者を選定し，9年間で 140名を派遣する予定です。

本報告会は，平成 28 年 12 月 31 日までに帰国した若手教員を対象に，派遣先で得た貴重な研

究成果や体験談などを広く発表し，今後の教育研究の更なる深化を図る機会とするとともに，

本派遣制度に申請することを検討している若手教員に対し，積極的に参加を呼びかける場とす
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ることを目的に開催されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_02_15_01.html） 

 

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

～關水康司氏特別講演会「海事産業とマリタイムガバナンスの研究」を開催しました～ 

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

平成 29年 2月 14日，神戸大学出光佐三記念六甲台講堂において，国際海事機関（IMO）の前

事務局長で，現在，神戸大学特別顧問・海事科学研究科特別教授の關水康司先生による特別講

演会が開催され，学内教職員，学生，その他学外関係者等約 130人が参加しました。 

講演は，「海事産業とマリタイムガバナンスの研究」をテーマに，IMO 事務局長時代の経験

談から，日本の海事産業の現状，マリタイムガバナンスの重要性，海事産業の将来像など幅広

い事項にわたり，1時間ほどお話しいただきました。特に，「海運は地球産業である。」との観

点から，船員教育を超えた海事エリートの育成や海事産業をリードする世界に例を見ないユニ

ークな高等教育研究機関としてなすべきことについてお話しされ，「海に開かれた神戸大学」

への期待と提言で講演は締めくくられました。講演に引き続き，熱心な参加者からの多数の質

問に丁寧にお答えいただきました。 

 

 

 

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

～女子タッチフット「Rooks」さくらボウル 3連覇の祝勝会を開催しました～ 

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

2月 20日に，武田廣学長主催で，女子タッチフットボールチーム「Rooks」さくらボウル 3連

覇の祝勝会を開催しました。 

武田学長より，「Rooks は今回の 3 連覇のみならず，これまでに同大会通算 7 回の優勝等，

大変素晴らしい成績を収めている。これからも，一層の活躍を期待しています」と開会の挨拶

がありました。 

その後，Rooks 主将の北山選手より，武田学長を始め，神戸大学の様々な関係者に支援いた

だいたことへの感謝と，タッチフットボールの知名度向上に貢献できたことの喜び等を交えた

謝辞があり，会に参加した選手ら全員で，円陣を組んで掛け声を掛け合うパフォーマンスを披

露しました。 

また，佐伯学長補佐より，新たに設置された鶴甲第一キャンパスの部活動女子更衣室の鍵の

贈呈が行われました。目覚ましい活躍をしながらも，これまで設備が充分ではなく，関係各位

から暖かいご支援をいただき，今回念願の新更衣室の設置となりました。 
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3連覇の「3」のポーズをする選手・学長ら 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_02_20_02.html） 

 

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

～神戸大学ブリュッセルオフィスにアドバイザーが就任しました～ 

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

神戸大学においては，欧州における国際交流の充実を目的とし，平成 22 年 9 月にブリュッ

セルオフィスを開所し，平成 23年 7月に EU総合学術センターを設置しました。また，欧州に

おける学術ネットワーク拡大および本学のプレゼンス向上を目指し，ブリュッセルオフィスを

拠点としたシンポジウム，セミナー等を開催してまいりました。 

このたび，Patrick Vittet-Phillipe（パトリック・ビッテーフィリップ）前欧州委員会イノ

ベーション総局国際協力局日本・ロシア係長をブリュッセルオフィスアドバイザーにむかえ，

ブリュッセルオフィスの活動を強化することとなりました。Vittet-Phillipe氏とは 2014年よ

り定期的に本学の欧州域内での活動について意見交換を行ってきました。2016 年 12 月には，

神戸大学に招聘し，ブリュッセルオフィスの活動等について，井上典之国際担当理事，油井清

光学長補佐（国際連携担当）・人文学研究科教授，吉田健一神戸大学ブリュッセルオフィス所

長・科学技術イノベーション研究科教授と議論を行い，また HORIZON2020のセミナーを開催し

ました。 

今後は，HORIZON2020 等，欧州教育・研究助成金への積極的な参画促進や，欧州協定校との

連携など，Vittet-Phillipe 氏の助言を得て，欧州との国際交流の促進と，ブリュッセルオフ

ィスの活動強化を図っていく予定です。 

 

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

～国際広報の活動強化にむけて欧州委員会関係者を招聘しました～ 

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

2月 17日に，前欧州委員会イノベーション総局国際協力局 Web Masterである Stephen Gosden

（ステファン・ゴスデン）氏を招聘し神戸大学の国際広報活動について議論を行いました。神
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戸大学への訪問にあたって，内田一徳広報担当理事を表敬訪問し，本学の国際広報戦略につい

て意見交換を行いました。 

表敬訪問後には，岩﨑之勇学術・産業イノベーション創造本部特命准教授，国際企画課職員，

広報課職員が出席し，国際広報に関する議論を行いました。国際企画課職員から，英語版 HPの

リニューアルや研究ニュースのプレスリリースなど，本学の国際広報活動を紹介し，Gosden氏

からは欧州委員会の国際広報活動の紹介がありました。その後，Web ページを中心に国際広報

強化のための取組みや方法について議論が行われ，本学の国際広報強化に向けて有意義な話し

合いの機会となりました。 

神戸大学においては，欧州における国際交流の充実を目的とし，平成 22 年 9 月にブリュッ

セルオフィスを開所し，日欧の教育及び研究分野での協力強化を推進してきました。今回の招

聘は，広報活動における国際化のため，欧州側からの視点を取り入れることを目的とした新し

い取組みになります。今後も継続的に Gosden氏の助言を得て，国際広報活動強化を図っていき

ます。 

        

 

【 8 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～質量分析計を用いたメタボローム解析による 大腸がんの早期スクリーニング法を開発～ 

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

株式会社島津製作所，国立大学法人 神戸大学大学院医学研究科と国立研究開発法人 国立

がん研究センターは共同で，トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて血液中

の代謝物を網羅的に分析するメタボロミクス解析*1)により，早期の大腸がん*2)であっても非

常に高感度で検出できる新たなスクリーニング法を開発しました。 

 本研究結果は，2月 4日付の米国科学誌 Oncotarget（オンコターゲット）オンライン版に掲

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/2017_02_15_01.html） 

 

【 9 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～乾秀之准教授が第 34回村尾育英会学術賞を受賞しました～ 

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

バイオシグナル総合研究センター 乾秀之准教授が第 34 回村尾育英会学術賞を受賞しまし
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http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_02_15_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_02_16_01.html
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た。同賞は，一般財団法人村尾育英会により，「神戸ないし兵庫にゆかりのある研究」もしく

は「兵庫県内の研究機関に属する研究者の研究」を対象に，優れた業績に対して与えられます。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_02_16_01.html） 

 

【 10 】ニュース３------------------------------------------------------------------ 

～胸腺腫による新たな自己免疫性下垂体疾患を発見―自己免疫発症メカニズムの解明につなが

る―～ 

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

神戸大学大学院医学研究科の高橋裕准教授，坂東弘教医学研究員，井口元三講師らの研究グ

ループは，胸腺腫による新たな自己免疫性下垂体疾患を発見し「抗 PIT-1抗体症候群」として

報告しました。今後，その発症メカニズムの解明とともに治療法の開発が期待されます。この

研究成果は，2月 20日午後７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/2017_02_21_01.html） 

 

【 11 】ニュース４----------------------------------------------------------------- 

～理数系科目の授業時間減少が研究開発力に与える影響を明らかに―学習指導要領の変遷と失

われた日本の研究開発力―～ 

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

神戸大学の西村和雄特命教授と同志社大学の宮本大教授・八木匡教授の研究グループは，学

習指導要領の変更による中学校時代の理数系科目の授業時間の減少が，近年指摘されている日

本の研究開発力低下の一因であることを，初めて実証的に明らかにしました。 
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 本研究により，初等・中等教育における理数教育のあり方を見直し，人材育成，教育投資，

研究開発の効率化と経済成長の実現に役立つ知見が得られました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_02_24_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                              
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