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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。 

                                                                 

★「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 】トピックス ～オフショアセーリング部が世界大会で優勝しました ！～ 

【 2 】お知らせ１ ～出光興産株式会社の若手社員勉強会が開催されました～ 

【 3 】お知らせ２ ～「第 2回ハノイ神戸大学連絡拠点シンポジウム」及び「第 5回日本研

究センター長フォーラム」を開催しました～ 

【 4 】お知らせ３ ～ハンス=ゲルト・ペテリング元欧州議会議長に神戸大学名誉博士号授与

しました～ 

【 5 】お知らせ４ ～第 29回山口誓子学術振興基金 公開講演会を開催しました～ 

【 6 】お知らせ５ ～神戸医療産業都市・京コンピュータ一般公開に参加しました～ 

【 7 】ニュース１ ～ドローンによる水生生物調査が可能に！ドローン採水システムによる

環境 DNA調査法を確立～ 

【 8 】ニュース２ ～インドネシアにおける無症候ノロウイルス感染者の分子疫学解析—多数

の不顕性感染者の証明—～ 

【 9 】ニュース３ ～より低いエネルギーで光合成を行う微生物の機能を解析 ―近赤外光を

利用した人工光合成システム開発に期待―～ 

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

 

【 1 】トピックス------------------------------------------------------------------- 

～オフショアセーリング部が世界大会で優勝しました ！～ 

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

10月 16日から 10月 22日の日程で，フランスのマルセイユ・フリウル島で開催された大型
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ヨットの学生世界選手権「Student Yachting World Cup 2017」で，神戸大学オフショアセーリ

ング部が優勝しました。日本チームの優勝は初めてであり，ヨット強豪国の多いヨーロッパ勢

の中での優勝は快挙です。 

参加チームは，ヨーロッパを中心としてアイルランド，スコットランド，イングランド，ノ

ルウェー，スイス，ロシア。アメリカ大陸よりカナダ，アジアからインドネシアと日本の全 9

チームが参加し，7日間で 16レースが行われました。 

神戸大学チームは，海事科学部 9名と農学部 1名（内 3名女子）の構成で，日本から 9名が

フランスへ移動し，東欧留学中の学生 1名が留学先からフランスで合流と，まさに世界を股に

掛けるチームでした。 

 

   
 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_10_25_02.html） 

 

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

～出光興産株式会社の若手社員勉強会が開催されました～ 

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

10月 5日に本学六甲台キャンパスにおいて，出光興産株式会社の若手社員勉強会が開催され

ました。 

本勉強会は，2012年以降に入社された

若手社員が出光佐三店主について学び，

出光社員の一員として誇りを持つことを

目的としており，好天の中，18名の男女

若手社員と 4 名の引率の方，計 22 名の

方々が来学されました。 

勉強会は，まず六甲台本館で本学附属

図書館大学文書史料室の野邑室長補佐か

ら「神戸大学史にみる出光佐三の熱い活

躍」と題し，パワーポイントを使用した

講演が行われました。 
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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/2017_10_13_01.html） 

 

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

～「第 2回ハノイ神戸大学連絡拠点シンポジウム」及び「第 5回日本研究センター長フォーラ

ム」を開催しました～ 

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

神戸大学国際連携推進機構アジア総合学術センターは，9月 27日に「第 2回ハノイ神戸大学

連絡拠点シンポジウム」，9月 28日に「第 5回日本研究センター長フォーラム」を神戸大学瀧

川記念学術交流会館大会議室にて開催しました。 

9 月 27 日の「第 2 回ハノイ神戸大学連絡拠点シンポジウム」は，神戸大学が 2015 年に連絡

拠点を設置した貿易大学

（ベトナム）との交流促進

のため研究者を招へいし，

合同で学術集会を開催した

ものです。「日越学術交流

の展望」というテーマで，

本学，貿易大学双方の社会

科学系の研究者が議論を行

いました。 

    

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_10_17_01.html） 

 

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

～ハンス=ゲルト・ペテリング元欧州議会議長に神戸大学名誉博士号授与しました～ 

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

10月 16日，神戸大学出光佐三記念六甲台講堂にて，ハンス=ゲルト・ペテリング元欧州議会

議長に神戸大学名誉博士号を授与しました。元欧州議会議長であり，コンラート・アデナウア

ー財団理事長であるペテリング氏の欧州議会議長としての功績とコンラード・アデナウアー財

団の活動を通じた神戸大学の教育・研究活動への多大な貢献を賞し授与したものです。 

神戸大学名誉博士号授与式で

は，武田廣神戸大学長から，名誉

博士号授与にあたりペテリング

氏の元欧州議会議長としての功

績と，コンラート・アデナウアー

財団理事長としての高等教育に

おける国際交流活動への支援活

動が紹介されました。 

 

    

            

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_10_18_01.html） 
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【 5 】お知らせ４------------------------------------------------------------------- 

～第 29回山口誓子学術振興基金 公開講演会を開催しました～ 

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

10月 14日（土），神戸大学百年記念館「六甲ホール」にて，第 29回山口誓子学術振興基金 

公開講演会を開催し，学外から約 170名の方が参加しました。 

本講演は，俳人の故山口誓子・波津女ご夫妻から寄贈頂いた基金により，本学が日本の俳句

研究の拠点の一つとして運営しているものです。 

 今年は，東京大学大学院人文社会系研究科の藤原克己教授による「『源氏物語』野分巻の鑑

賞 －風と花と恋にあこがれる心－」と題した講演が行われ，「あくがる（あこがれる，の古

語）」という言葉をキーワードに，平安貴族社会に暮らした人々の細やかな心の動きをユーモ

アたっぷりに生き生きと解説して頂きました。また，源氏物語が単なる想像の世界ではなく，

当時の貴族社会を冷静に捉えて描かれている点など，一般的には余り知られていない視点の提

示もありました。 

 会場は笑いが絶えず，参加者からも「とても楽しかった」，「あっという間だった」と好評

でした。 

山口誓子学術振興基金では，講演会のほかに山口誓子記念館，誓子・波津女俳句俳諧文庫の

運営も行っています。これらの施設は一般開放もしていますので，ご興味をお持ちの方は HPを

ご覧ください。 

 

・山口誓子記念館 HP  

       

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

～神戸医療産業都市・京コンピュータ一般公開に参加しました～ 

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

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，10 月 14 日(土)にポー

トアイランド地区で開催された「神戸医療産業都市・京コンピュータ 一般公開」に参加しま

した。神戸大学では，3 次元可視化システム見学会，ミニ講演会，神戸大学クイズラリーなど

を実施しました。 

当日は神戸市内のみならず，市外，そして県外からもご参加があり，1,200 名を超える方々

がご来場くださいました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_10_18_02.html
http://www.office.kobe-u.ac.jp/ksui-yamaguchiseishi/
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5 
 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_10_19_01.html） 

 

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

～ドローンによる水生生物調査が可能に！ドローン採水システムによる環境 DNA調査法を確立

～ 

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

山口大学 赤松良久（あかまつよしひさ）准教授，兵庫県立大学 土居秀幸（どいひでゆき）

准教授，ルーチェサーチ（株） 渡辺豊（わたなべゆたか）氏，奈良女子大学 片野泉（かたの

いずみ）准教授，神戸大学 源利文（みなもととしふみ）准教授らの研究グループは，新たに開

発したドローン採水システムにより水を汲むことで，環境 DNAから魚類の生息を把握する手法

を確立しました。 

本研究成果は平成 29年 10月 18日，国際陸水海洋学会科学誌「Limnology and Oceanography: 

Methods」電子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/research_at_kobe/NEWS/news/2017_10_18_01.html） 

 

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

～インドネシアにおける無症候ノロウイルス感染者の分子疫学解析—多数の不顕性感染者の証

明—～ 

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

神戸大学大学院医学研究科附属感染症センターの勝二郁夫教授，内海孝子特命講師と国立感

染症研究所の片山和彦室長（現，北里生命科学研究所教授）らの研究グループが，インドネシ

アの健康なボランティア（無症候者）の便中から高率にノロウイルスが検出されることを分子

疫学的に証明しました。この結果は無症候感染者がノロウイルス感染症の発生源となることを

示唆しており，ノロウイルス感染症の伝播様式の解明につながる成果です。 

本研究成果は，2017年 8月 24日に，国際科学誌「Infection, Genetics and Evolution」に

オンライン公開されました。 

なお，本研究は国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の感染症研究国際展開戦略プ

ログラム（J-GRID）による支援の下，アイルランガ大学熱帯病研究所内に設立したインドネシ

ア神戸大学国際共同研究拠点で行いました。 
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詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_10_20_01.html） 

 

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

～より低いエネルギーで光合成を行う微生物の機能を解析 ―近赤外光を利用した人工光合成

システム開発に期待―～ 

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

神戸大学大学院農学研究科の橋本佳奈子さん，木村行宏助教，大野隆名誉教授と茨城大学，

神奈川大学を中心とした研究グループは，近赤外光を有効活用する光合成細菌のキメラ複合体

発現系の構築およびその特性解析を行い，エネルギー勾配を遡って低い光エネルギーを高いエ

ネルギーに変換する分子機構の一端を明らかにしました。将来的には，近赤外光を用いた人工

光合成システムへの応用が期待されます。 

 この研究成果は 9月 18日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/research_at_kobe/NEWS/news/2017_10_23_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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