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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 】お知らせ１ ～神戸67会有志の皆様から神戸大学基金に寄附をいただきました ～ 

【 2 】お知らせ２ ～神戸大学海外アドバイザリーボードを開催しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～イェㇽジ・ドラホシュ チェコ科学アカデミー名誉会長に神戸大学名誉

博士号授与しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～クリストファー・ゴメス准教授にガジャマダ大学より感謝状と名誉職

称号授与 ――災害分野での教育・研究に対する功績～ 

【 5 】お知らせ５ ～神戸大学ブリュッセルオフィス第8回シンポジウムを開催しました～ 

【 6 】お知らせ６ ～「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～[平

成 29年度]」を掲載しました～ 

【 7 】ニュース１ ～西田敬二教授が「科学技術への顕著な貢献 2017（ナイスステップな研

究者）」に選定されました～ 

【 8 】ニュース２ ～女子タッチフットボール部 Rooksが第 26回東西大学王座決定戦で優勝

しました～ 

【 9 】ニュース３ ～神戸大学の学生チームが初参加で快挙 米国で開催された合成生物学研

究 国際学生競技会で銀メダルを獲得～ 

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

 

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

～神戸 67会有志の皆様から神戸大学基金に寄附をいただきました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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卒業 50周年記念として神戸 67会 (昭和 42年卒業生同窓会) 有志の皆様から，神戸大学基

金に約 150万円のご寄附をいただきました。 

神戸 67会の皆様は，卒後 20年以来，5年毎に同窓会を開催され，神戸大学基金創設以降は，

40周年，45周年と，多額のご寄附をいただいております。 

 

      

左から，平松様，小西様，花房様，武田学長，内田理事・副学長 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_12_04_02.html） 

 

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

～神戸大学海外アドバイザリーボードを開催しました～ 

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

神戸大学は 11月 22日にベルギー・ブリュッセルの本学オフィスでアドバイザリーボードを

開催しました。アドバイザリーボード委員からはヘルマン・ヴァン・ロンプイ 前欧州理事会常

任議長ならびにロジャー・グッドマン オックスフォード大学セントアントニーズカレッジ学

寮長を招聘しました。 

 

 
    

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_12_04_01.html） 
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【 3 】お知らせ３------------------------------------------------------------------- 

～イェㇽジ・ドラホシュ チェコ科学アカデミー名誉会長に神戸大学名誉博士号授与しました

～ 

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

11月 24日，チェコ・プラハにて，イェㇽジ・

ドラホシュチェコ科学アカデミー名誉会長に

神戸大学名誉博士号を授与しました。科学ア

カデミー名誉会長であり，神戸大学アドバイ

ザリーボードのメンバーであるドラホシュ氏

の日欧の国際共同研究推進における功績と神

戸大学アドバイザリーボードのメンバーとし

ての神戸大学の教育・研究活動への多大な貢

献を賞し授与したものです。 

 

   

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_12_05_04.html） 

 

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

～クリストファー・ゴメス准教授にガジャマダ大学より感謝状と名誉職称号授与 ――災害分

野での教育・研究に対する功績～ 

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

海事科学研究科のクリストファー・ゴメス准教授に

対し，インドネシアのガジャマダ大学総長より，感謝状

と名誉職の称号が授与されました。これは，ゴメス准教

授が現地で長年に渡り教育・研究活動を行い，ガジャマ

ダ大学の研究や技術力の向上に貢献したことを称えて

のことです。同大学において，インドネシア国外の研究

者に対して名誉職の称号が授与されるのは，今回が初

めてです。 

 

 

 

 

 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_12_08_01.html） 

 

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

～神戸大学ブリュッセルオフィス第 8回シンポジウムを開催しました～ 

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

神戸大学は 11 月 21 日にベルギー・ブリュッセルで第 8 回となるシンポジウム" EU-Japan 
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Initiative for Excellence- Strategic Research Partnership in Medicine, Biotechnology 

and Social Sciences-"を開催しました。本シンポジウムには，日 EU政府関係者，研究者，学

生，ビジネスパーソンなど 90名を超える参加がありました。 

小川真人副学長・研究/産学連携担当理事の司会の下，オープニングでは，武田廣学長，キャ

ロリン・パウエルズ ブリュッセル自由大学（蘭語系）（以下 VUB）学長，兒玉和夫欧州連合日

本政府特命全権大使，フィリップ・ヴィアラッテ欧州委員会研究イノベーション総局国際協力

局アジア太平洋地域等担当課長代行が挨拶し，日欧の一層の研究協力に対する期待を示しまし

た。 

 

 
シンポジウムの様子 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_12_07_01.html） 

 

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

～「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～[平成 29年度]」を掲載し

ました～ 

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

本学は平成 23年から，ステークホルダーの皆様に対して，神戸大学の今の姿をより分かりや

すく伝えられるよう，「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～ 」を

作成し公表しております。 

このたび，平成 29年度版を作成しましたので，是非ともご覧ください。 

本資料集は，本学のデータを示し，比較・分析が可能な項目については，全国データあるい

は大規模大学との比較・分析を行っています。 

          

関連リンク 

・平成 29年度版 全ページ (PDF形式)  

 ・平成 29年度版 各項目別ページ（目次） 

 

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

～西田敬二教授が「科学技術への顕著な貢献 2017（ナイスステップな研究者）」に選定されま

した～ 

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

科学技術イノベーション研究科の西田敬二教授，科学技術・学術政策研究所（文部科学省）

より，科学技術への貢献が顕著な者として「科学技術への顕著な貢献 2017（ナイスステップな

研究者）」に選定されました。 
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同賞は，科学技術に対する夢を国民に与え，わが国の科学イノベーションの向上に貢献する

と評価された研究者に授与されるもので，過去にはノーベル賞を受賞した天野浩氏や山中伸弥

氏，小惑星「イトカワ」からの岩石採取に挑戦した無人探査機「はやぶさ」チーム代表，川口

淳一郎氏といった著名な研究者も選ばれています。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2017_11_30_01.html） 

 

関連リンク 

 ・「科学技術への顕著な貢献 2017（ナイスステップな研究者）」の選定について ｜ 科学

技術・学術政策研究所 (NISTEP) 

 

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

～女子タッチフットボール部 Rooksが第 26回東西大学王座決定戦で優勝しました～ 

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

2017年 12月 2日(土)に，女子タッチフットボールの学生日本一を決める第 26回東西大学王

座決定戦「プリンセスボウル」が神戸市灘区の王子スタジアムで行われ，神戸大学 Rooksが武

庫川女子大学を 25-0で下し，4年連続 10度目の優勝を果たしました。 

これにより，神戸大学 Rooksは来年 1月 3日(水)に東京ドームで開催される全日本王座決定

戦「さくらボウル」への出場権を獲得。社会人王者と，さくらボウル 4連覇をかけて対戦しま

す。 

 

主将・眞田千夏さん(国際文化学部 3年)のコメント： 

秋季リーグで負けた武庫川女子大学にどうしたら勝てるのかとチーム全員で取り組めたから

こそ，優勝することができたと思います。本当に嬉しいです。しかし，今年のチームの目標は

さくらボウルで勝って日本一となることなので，気を引き締め直し 4連覇を達成できるようチ

ーム一丸となり取り組んでいきます。 
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【 9 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～神戸大学の学生チームが初参加で快挙 米国で開催された合成生物学研究 国際学生競技会で

銀メダルを獲得～ 

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

2017 年 11 月 9～13 日に米国で開催された合成生物学研究の国際学生競技会｢iGEM2017｣大会

にて，初参加した神戸大学の学生チームが見事，銀メダルを獲得しました。 

神戸大学「iGEMチーム」として，農学部，理学部，医学部，海事科学部から集まった 1～3年

生総勢 11名の学生達は，約 10ヶ月をかけ，緑茶の旨味ならびに健康増進成分であるテアニン

を感知定量するためのバイオセンサーを開発。科学技術イノベーション研究科バイオ環境講座

吉田健一教授，石川周准教授，そして先端融合研究環 田中耕生助教らの指導のもとで協力して

研究・開発を進めてきました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_12_01_01.html） 

 

 

 

★学友会のホームページ 

（https://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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