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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 － 

【１】トピックス 

（１）文部科学省の令和元年度「オープンイノベーション機構の整備事業」 

対象大学に採択 

（２）オフショアセーリング部が J/24 クラス全日本選手権大会で上位入賞 

―世界選手権大会への出場権を獲得 

（３）本学卒業生 和田幹司氏 (法学部) が内閣府の「エイジレス章」を受章 

 

【２】お知らせ 

 （１）貿易大学および国民経済大学（ベトナム、ハノイ）を訪問 

（２）駐日欧州連合代表部から訪問 

（３）令和元年度 神戸大学史・特別展 

「新制「神戸大学」の誕生－新制大学発足 70周年記念－」 

 

【３】研究ニュース 

 （１）AMED 事業平成 31年（令和元年）度「医工連携事業化推進事業（開発・ 

事業化事業）」に採択 

 （２）JST（科学技術振興機構）戦略的創造研究推進事業（CREST）及び戦略的 

創造研究推進事業（さきがけ）に採択 

（３）植物がクローン繁殖体をつくる仕組みをコケで解明 

 ― 重要遺伝子”KARAPPO”を発見 ― 

 

【４】受賞等 

 （１）西田敬二教授が第 43回井植文化賞を受賞 

 

 

【１】トピックス 

（１）文部科学省の令和元年度「オープンイノベーション機構の整備事業」 

対象大学に採択 

文部科学省の支援施策である令和元年度「オープンイノベーション機構の整 

備事業」に、本学が申請した「神戸大学オープンイノベーション推進本部（OI

推進本部）」が採択されました。 

神戸大学学友会ニュースレター 
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この施策は、『企業の事業戦略に深く関わる大型共同研究を推進するため、大

学の経営トップによるリーダーシップの下で、プロフェッショナル人材による

集中的マネジメント体制を構築し、部局を超えて優れた研究者チームの組織化

を図る大学の取組を支援』(文科省 HPより) するもので、今回応募があった大

学の提案の中から、外部有識者の審査を踏まえ、本学を含めた 4件が採択され

ました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_08_02.html） 

 

 （２）オフショアセーリング部が J/24 クラス全日本選手権大会で上位入賞 

―世界選手権大会への出場権を獲得 

神戸大学オフショアセーリング部が、9 月 20 日から 23 日にかけて福岡市立 

ヨットハーバーで行われた「第 39回 J/24 クラス全日本選手権大会」に出場し、

総合成績 5位で上位入賞を果たしました。 

これにより、ヘルムスパーソン(舵取り)の工学部 4 年生・沢口信介さんが、

2020 年度 J/24 クラス世界選手権大会の出場権利を獲得。また、最終第 6 レー

スではトップフィニッシュを達成し、レース毎に贈られる「トップ賞」が授与

されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_07_01.html） 

 

（３）本学卒業生 和田幹司氏 (法学部) が内閣府の「エイジレス章」を受章 

内閣府がエイジレス・ライフ（年齢にとらわれず自らの責任と能力において

自由で生き生きとした生活を送る）を実践している高齢者へ贈る本年度の「エ

イジレス章」に、本学の卒業生 和田幹司氏(75 歳、1967 年法学部卒)が選ばれ

ました。 

和田氏は、「阪神大震災の甚大な被害を受けた神戸・長田の再生を想い、鎮

魂の祈りをささげる活動、まちの魅力を発見するまち歩き、市民芸術祭、ラジ

オパソナリティーなど様々な活動に参画しまちの魅力を伝え、それらの魅力を

書籍 4部作にまとめわかりやすく町の魅力を伝える。このような活動を通じ若

い世代からまちづくりのリーダーとして慕われ、まちに人を引き込み、定住す

る人、職に就く人を多く発掘、若い世代と新しいムーブメントを起こしている。

(内閣府の発表より)」として、神戸市からの推薦でこのたびの受章が決まりま

した。10月 1 日には、長田区長から同氏へ、書状と楯が授与されました。 
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【２】お知らせ 

 （１）貿易大学および国民経済大学（ベトナム、ハノイ）を訪問 

9月 5日、吉井昌彦理事（国際・評価担当）、木村幹アジア総合学術センター長

及び米沢竜也アジア総合学術センター助教がベトナム・ハノイの貿易大学および

国民経済大学を訪問しました。 

貿易大学には、研究及び教育の相互交流と優れた若手研究者の発掘及び育成に

取り組むことを目的として、2015 年 4月、日本語学部内にハノイ神戸大学連絡拠

点を設置しました。 

国民経済大学では、BUI DUC THO 副学長を表敬訪問し、2007 年に締結した大学

間協定を更新する協定の交換式を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_04_01.html） 

 

（２）駐日欧州連合代表部から訪問 

9月 25 日、Gabriele LO MONACO（ガブリエレ・ロモナコ）駐日欧州連合代表部

通商部一等書記官が吉井昌彦理事（国際・評価担当）を表敬訪問しました。懇談

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_15_02.html） 
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には、本学から井上典之法学研究科教授、ヴィエシボフスカ・アガタ経済学研究

科准教授が同席しました。 

神戸大学は 2015 年に欧州委員会の公募プログラム「Jean Monnet Centre of 

Excellence (ジャンモネ COE) 」に日本で唯一採択されました。Jean Monnet 

Centre of Excellence とは、欧州統合の父と言われるジャン･モネの名を冠した

「ジャン・モネ・プログラム」のひとつで、EU 研究に特化した教育･研究センタ

ーの設立を助成するものです。本学は 2015 年 9 月から 3 年間にわたり、プログ

ラムを通じて EU に関する教育と学術研究を促進してきました。さらに、同じく

欧州委員会の公募プログラムのひとつで高等教育機関における EU 教育の強化を

目的とする「Jean Monnet Chair（ジャン・モネ・チェア）」プロジェクトには、

本学から吉井理事（2015 年～2018 年）と井上教授（2019 年～2022 年）が採択さ

れ、日本における EUの認知度向上に貢献してきました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_08_03.html） 

 

（３）令和元年度 神戸大学史・特別展 

「新制「神戸大学」の誕生－新制大学発足 70周年記念－」 

新制「神戸大学」は、1949(昭和 24)年、旧制官立高等教育機関 7校を包括して

兵庫県で唯一の国立総合大学として誕生しました。新制大学発足 70 周年にちな

み、新制発足当初の神戸大学が直面した課題と学

生たちの学校生活を、貴重な歴史資料や写真など

で振り返ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_10_24_01.html） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/event/lib/2019_10_24_01.pdf
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【３】研究ニュース 

（１）AMED 事業平成 31年（令和元年）度「医工連携事業化推進事業（開発・事業化事

業）」に採択 

数理・データサイエンスセンター、理学研究科 木村建次郎教授の研究グルー

プおよび(株)Integral Geometry Science は、国立研究開発法人 日本医療研究

開発機構（AMED）「医工連携事業化推進事業（開発・事業化事業）」における審査

の結果、採択されました。 

医工連携事業化推進事業は、医療現場が抱える課題にこたえる医療機器につい

て、日本が誇る「ものづくり技術」を活かした開発・事業化を推進することによ

り、我が国の医療機器産業の活性化と医療の質の向上を実現する事業です。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_10_04_03.html） 

 

（２）JST（科学技術振興機構）戦略的創造研究推進事業（CREST）及び戦略的創造研究

推進事業（さきがけ）に採択 

谷口隆晴准教授が JST（科学技術振興機構）戦略的創造研究推進事業（CREST）

に、杉本泰助教、富樫英助教が戦略的創造研究推進事業（さきがけ）に採択され

ました。 

【CREST】 

幾何学的離散力学を核とする構造保存的システムモデリング・シミュレーシ

ョン基盤  

（研究領域：数学・数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の 

創出と社会課題解決に向けた展開） 

研究代表者：システム情報学研究科 谷口 隆晴  准教授 

【さきがけ】 

Mie 共鳴による磁場増強を利用した光化学反応プラットフォームの構築 

（研究領域：電子やイオン等の能動的制御と反応） 

研究代表者：工学研究科 杉本 泰  助教 

【さきがけ】 

接着の偏在によるモザイク形成メカニズム 

（研究領域：多細胞システムにおける細胞間相互作用とそのダイナミクス） 

研究代表者：医学研究科 富樫 英 助教 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_10_04_02.html） 

 

（３）植物がクローン繁殖体をつくる仕組みをコケで解明 

― 重要遺伝子”KARAPPO”を発見 ― 

神戸大学大学院理学研究科の樋渡琢真 (博士後期課程 3年)、安居佑季子研究員 

(現・京都大学助教)、石崎公庸准教授らと、京都大学大学院生命科学研究科・河内

孝之教授、および基礎生物学研究所・上田貴志教授、重信秀治教授、近畿大学生物

理工学部・大和勝幸教授、理化学研究所環境資源科学研究センター・豊岡公徳上級

技師、熊本大学大学院先端科学研究部・澤進一郎教授、テマセク生命科学研究所・

浦野大輔博士らの共同研究グループは、基部陸上植物のゼニゴケを用いて、植物が
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無性的に増殖するためのクローン繁殖体：無性芽が作られる仕組みを明らかにしま

した。今後、農業や園芸分野で植物を効率よく増やす技術開発の基盤的な知見とな

ることが期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_10_11_01.html） 

 

【４】受賞等 

 （１）西田敬二教授が第 43回井植文化賞を受賞 

先端バイオ工学研究センターの西田敬二教授が、第 43回井植文化賞 科学技術

部門の受賞者に選ばれました。 

井植文化賞は、科学技術や文化芸術、社会福祉など６部門において、それぞれ

の分野でめざましく活躍する兵庫県にゆかりのある個人または団体を対象に、そ

の功績をたたえるものです。表彰式は、10月 5日に井植記念館ホールで開かれま

した。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_10_04_01.html） 
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★「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。 

 

 

★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/

