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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。 

 

― インフォメーション － 

◎【武田学長年頭挨拶】 

 

【１】トピックス  

（１）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 5連覇を達成 

【２】お知らせ 

（１）駐神戸大韓民国総領事が来学  

（２）農学研究科 芦田均教授が平成 30 年度兵庫県科学賞を受賞 

（３）神戸大学広報誌「風」12号を発行 

（４）神戸大学データ資料集 2018」を掲載 

【３】研究ニュース 

（１）がん細胞が死を回避するメカニズムの一端を解明 —新たながん分子標的薬の

開発に期待— 

（２）根が適切な間隔で分岐する仕組みに働く植物ペプチドを発見 

（３）スズメバチ，ゴキブリやカマドウマは花粉媒介者として働く!? ～嫌われもの

たちの意外な役割を解明～ 

（４）金星探査機「あかつき」が金星の雲の中に巨大な筋状構造を発見 数値シミ

ュレーションによる再現・メカニズム解明にも成功 

 

 

◎【武田学長年頭挨拶】 

【挨拶】学長再任にあたって 

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。私自身は，昨年 11月の学長選考会議

において今年 4 月以降の学長予定者に指名され，

2 期目の任期 2 年を務めることとなり，身の引き

締まる思いで新年を迎えました。 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/speech/m2019_01_04.html） 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

 

【２】お知らせ 

（１）駐神戸大韓民国総領事が来学しました  

12 月 18 日，朴起準（パク・ギジュン）駐神戸大韓民国総領事が新任挨拶のため，

武田廣学長を表敬訪問しました。懇談には，康常益（カン・サンイク）領事，金哲

弘（キム・チョロン）秘書，朱城我（ジュ・ソンア）調査研究員，ならびに宋賢美

（ソン・ヒョンミ）神戸韓国教育院長

が同席し，本学からは井上典之理事

（国際担当）副学長と木村幹アジア

総合学術センター長が出席しまし

た。 

冒頭，朴総領事からは，10 月着任

の挨拶があり，韓国と日本の二国間

関係がより広範かつ実質的に発展し

ていくために，特に学術交流および

（１）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 5 連覇を達成

しました 

 

2019 年 1月 3 日(木)，女子タッチフットボール日本一を決める「第 24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

表の阪神ライオッツを 20-6 で下し，優勝しました。Rooks はこれで 9 度目の優

勝となり，史上初の 5連覇を達成しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_01_04_01.html） 
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教育活動においてはたゆまず継続していくことが重要であるとの見解が述べられ

ました。これに対し，武田学長は歓迎の意を表するとともに，神戸大学と韓国の

大学・機関との教育・学術分野における交流を更に促進させていく意向を示しま

した。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2018_12_26_02.html） 

 

（２）農学研究科 芦田均教授が平成 30 年度兵庫県科学賞を受賞しました 

農学研究科の芦田均教授が，平成 30年度兵庫県科学賞を受賞しました。 

兵庫県科学賞は，「科学技術の研究者を表彰することにより，科学技術の向上を

図ること」を目的として県が行っているもので，芦田教授は，「ポリフェノールな

どの食品成分による健康維持機能を実証するとともに丹波黒大豆の健康増進効果

を解明し栽培と販売の振興に貢献するなど農学の発展と健康な食生活の実現に尽

くされました」として，兵庫県科学賞を受賞し，表彰されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2018_12_28_01.html） 

 

（３）神戸大学広報誌「風」12号を発行しました 

神戸大学広報誌「風」12号を 12月 25 日(火)に発行しました。本サイトでも PDF

ファイルを公開していますので，是非ご覧ください。 

巻頭の第 1特集は『認知症予防の先進大学へ！』。

文理融合で研究と事業化を進める「認知症予防プロ

ジェクト」をクローズアップしています。第 2特集

は『実証データに基づく日本の教育改革を目指し

て』で，社会システムイノベーションセンターの西

村和雄特命教授の研究を紹介。「神大生の挑戦」で

は，部員がゼロになっていた「応援団」を復活させ

た学生に，学生広報チームのメンバーがインタビュ

ーしました。 

その他にも「KOBE 教育」「キラリ神大 OG・OB」「神

大×LOCAL」など，様々なコンテンツを掲載していま

す。是非ご覧になって，広報課に感想をお寄せくだ

さい。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_01_09_01.html） 

 

（４）神戸大学データ資料集 2018」をウェブサイトに掲載しました 

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，2018 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
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http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2018_12_28_01.html
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http://www.kobe-u.ac.jp/documents/info/public-relations/magazine/kaze/kaze_12.pdf
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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 

・2018（平成 30）年度版 全ページ (PDF 形式)  

・2018（平成 30）年度版 各項目別ページ（目次） 

 

【３】研究ニュース 

（１）がん細胞が死を回避するメカニズムの一端を解明 —新たながん分子標的薬の開

発に期待— 

神戸大学大学院医学研究科の梶本 武利（かじもと たけとし）助教，中村 俊

一（なかむら しゅんいち）教授らの研究グループは，カリフォルニア大学サン

ディエゴ校のアレキサンドラ ニュートン教授，アンドリュー マキャモン教授ら

との共同研究により，がん細胞が飢餓などのストレスによる死（アポトーシス※

1 ）を回避する際のブレーキ役として，スフィンゴシン１-リン酸（S1P）※2 と

プロテインキナーゼ C（PKC）※3 の直接作用による細胞内シグナリング※4 を，

新たに開発した分子センサーと立体構造シミュレーションにより発見しました。

本成果により細胞死のブレーキ役が分子の「形」のレベルで明らかになったこと

で，今後この分子構造情報を基にがん細胞死のブレーキを解除する新たな分子標

的薬※5 の探索・設計が可能になると期待されます。 

 本研究成果は，米国東部時間2019年 1月 1日午後 2時に，国際学術誌「Science 

Signaling」のオンライン版に掲載されました。 

 

ストレスによるがん細胞死のブレーキ役として働く S1P-aPKC シグナリング 

S1P-aPKC シグナリング活性を持つがん細胞は飢餓ストレスの環境下でも死を回避するが，

S1P-aPKC シグナリング活性を奪われたがん細胞はアポトーシスを起こして自ら死んでいく。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_01_04_01.html） 

 

（２）根が適切な間隔で分岐する仕組みに働く植物ペプチドを発見 

神戸大学大学院理学研究科・深城英弘教授，豊倉浩一研究員（現・大阪大学・日

本学術振興会特別研究員），郷達明特命助教(現・奈良先端科学技術大学院大学・

助教)らと，名古屋大学大学院理学研究科・松林嘉克教授，篠原秀文助教，および

奈良先端科学技術大学院大学，大阪大学大学院理学研究科・藤本仰一准教授，東

京大学大学院理学系研究科・近藤侑貴助教の共同研究グループは，モデル植物シ
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ロイヌナズナ※1を用いて，根を分岐させる細胞（側根創始細胞※2）が適切な間

隔で生じる仕組みに働くペプチドとその受容体を明らかにしました。 

今後，根を分岐させる仕組みが解明されれば，将来さまざまな農作物や樹木に

おいて，土壌における根の張り方を人為的に制御することが可能になることが期

待されます。 

この研究成果は，2018 年 12 月 21 日（米国 12 月 20 日）に，国際学術雑誌

「Developmental Cell」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/research_at_kobe/NEWS/news/2019_01_07_01.html） 

 

（３）スズメバチ，ゴキブリやカマドウマは花粉媒介者として働く!? ～嫌われものた

ちの意外な役割を解明～ 

神戸大学大学院理学研究科の末次健司講師は，鹿児島屋久島に自生している，

光合成をやめた植物「ヤッコソウ」の生態を調査し，スズメバチ，ゴキブリやカマ

ドウマの仲間といった通常はほとんど送粉者と見なされない昆虫たちに花粉の媒

介を託していることを明らかにしました。 

ヤッコソウは，光合成をやめた植物で，その生育環境は日光の届かない暗い林

床で，ハナバチやチョウといったより一般的な昆虫があまり侵入しない環境に生

育しています。また，ヤッコソウの花は，変わった姿をしており，地面すれすれの

高さに咲きます。このような特徴から，ヤッコソウは，一般的な花粉を運ぶ昆虫

を利用できず，風変わりな昆虫たちに花粉媒介を託しているのかもしれません。

特にカマドウマが受粉の一端を担っているという発見は，世界でも初めてのこと

です。 

本研究成果は，国際誌「Plant Biology」の 2019 年 1月号に掲載されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_01_08_01.html） 

 

（４）金星探査機「あかつき」が金星の雲の中に巨大な筋状構造を発見 数値シミュレ

ーションによる再現・メカニズム解明にも成功 

神戸大学大学院理学研究科の樫村博基助教ら研究グループは，日本の金星探査

機「あかつき※1」による観測で，金星を覆う雲のなかに巨大な筋状構造を発見し

ました。さらに，大規模な数値シミュレーションにより，この筋状構造のメカニ

ズムを解き明かしました。 

この研究成果は，1月 9日に，英国科学誌「Nature Communications」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/2019_01_09_01.html） 

 

 

★「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。 

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_01_07_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_01_08_01.html
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http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_01_09_01.html
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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。 

 

 

★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･基金課内 

          TEL 078-803-5042  FAX 078-803-5024 

E-mail:plan-gakuyukai@office.kobe-u.ac.jp   

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/
https://www.kobe-u.com/alumni/

