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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）海事科学部 4年生の吉富愛さんがヨットでの単独本州一周を達成 

（２）令和元年度学長表彰式を実施 

（３）シンダイシンポ 2019 

 

【２】お知らせ 

 （１）エトヴェシュ・ロラーンド大学(エルテ大学)学長記念講演会を開催 

 （２）駐日ポーランド共和国臨時代理大使が神戸大学を訪問 

 （３）第 5回 国際カンファレンス応用計量経済学 in Hawaii を開催 

 （４）第 31回山口誓子学術振興基金 公開講演会を開催 

 （５）Japan-Australia University Dialogue 2019 に参加 

 （６）神戸大学×UR都市機構×NTT データ「未来の団地×ITアイデアソン」を 

開催 

 （７）神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)八期生が武田廣神戸大学長 

を表敬訪問 

 （８）日ポ・サロンに学長感謝状を贈呈 

 

【３】イベント情報 

（１）Hult Prize 2019 神戸大学大会 

（２）六甲祭 2019 

（３）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 

「一般公開」 

（４）第 9回環境保全推進センター全学報告会を開催 

 

【４】研究ニュース 

 （１）木村建次郎教授 ニュースキャスターの膳場貴子さんと対談 

 （２）ハクサイの遺伝子発現調節機構を解明 

 （３）赤錆を用いて水と太陽光から水素を製造 

―太陽光水素製造システムの実用化に新たな一歩― 

 （４）大腸がんの「がん幹細胞」制御因子としてマイクロ RNA-221 を同定 

 （５）省エネ・低コストで二酸化炭素を分離する膜技術が実用化 

 （６）発達障害をもつ子どもの不安が日本においても高いことを確認 

神戸大学学友会ニュースレター 
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 （７）高い清浄化速度と優れた油分分離性を有する油水分離膜の開発に成功 

 （８）四量体を形成する光化学系 Iの立体構造を解明 

～光合成生物の適応進化を解明する手がかりに～ 

 （９）フノリ(布海苔)の分類再検討で複数の未分類種を発見 

 

【５】受賞等 

 （１）太田仁教授が国際ザボイスキー賞を受賞 

 

 

【１】トピックス 

（１）海事科学部 4年生の吉富愛さんがヨットでの単独本州一周を達成 

海事科学部 4 年生の吉富愛さんが、7 月 21 日に西宮港を出港し、10 月 8 日

に無事ヨットでの単独本州一周を達成しました。 

吉富さんは、大学生になってからヨットを始めたとのことで、日の出から日

の入りの間だけ航海を行う「デイセーリング」で、約 2か月半をかけて本州を

一周しました。 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_30_01.html） 

 

 （２）令和元年度学長表彰式を実施 

神戸大学は令和元年 10月 17 日（木）令和元年度学長表彰式を行いました。 

教育研究、社会貢献等の業務上の功績が極めて顕著であると認められる教職 

員に対し、その功績を称えるとともに、今後の一層の活躍を願って学長から行

うものとして、今回の被表彰者には、1グループと個人 2名が選出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_31_01.html） 
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【２】お知らせ 

 （１）エトヴェシュ・ロラーンド大学(エルテ大学)学長記念講演会を開催 

10 月 7 日に神戸大学において László Borhy(ラースロー・ボルヒ)エトヴェ

シュ・ロラーンド大学(エルテ大学)学長が特別講演会を行いました。 

エルテ大学は、ハンガリー・ブダペストに所在する 1635 年創立の総合大学で

あり、2016 年 11 月 10 日に、武田廣学長が同大学を表敬訪問して、大学間学術

交流協定を締結した本学にとってのハンガリーでの第一校目の協定校です。学

術協定締結以来、学生交流、心理学や歴史文化財分野における共同研究など、

活発に交流事業を実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_15_01.html） 

 （３）シンダイシンポ 2019 

第一回 統合報告書発行報告会 

  ～ 神戸大（シンダイ）と創ろう人・価値・未来～   

神戸大（シンダイ）は、中長期的な価値創造のシナリオを記載した統合報告

書を初めて作成しました。大学ではまだ例の少ない報告書の発行を記念し、企

業や行政、学生を含む一般の方々まで、すべてのステークホルダーの皆さまに

向けた報告会としてシンダイシンポを開催します。 

今年度は、「神戸大（シンダイ）と創ろう人・価

値・未来」をテーマに、各界で活躍されている方々

をお招きし、神戸大学長武田廣とのダイアログ

（対話）を行います。報告書の誌面だけでは伝え

きれない「神戸大（シンダイ）の『これから』」を

お伝えします。 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_11_09_01.html） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/event/sotsugyo/ssp2019A4.pdf
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 （２）駐日ポーランド共和国臨時代理大使が神戸大学を訪問 

10 月 15 日、ラドスワフ・ティシュキェヴィチ駐日ポーランド共和国臨時代

理大使が武田廣学長を表敬訪問しました。 

懇談には本学から吉井昌彦理事（国際・評価担当）、坂井一成 EU総合学術セ

ンター副センター長、辛島理人国際文化学研究科准教授が同席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_17_03.html） 

 

 （３）第 5回 国際カンファレンス応用計量経済学 in Hawaii を開催 

9月 17 日・18 日に、米国ハワイ州のホノルル市で「第 5回 国際カンファレ

ンス応用計量経済学 in Hawaii（International Conference on Applied 

Econometrics in Hawaii）」を開催しました。 

今回で 5回目となるこのカンファレンスは、世界トップクラスの研究大学を

めざすべく研究を推進する最も構想された企画として、経済学研究科の主要な

行事の一つとなっているものです。今年も、ハワイ大学の他、3 つのアジアの

著名な大学から研究者を集め、密度の濃い研究会を行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_17_01.html） 

 

 （４）第 31回山口誓子学術振興基金 公開講演会を開催 

10 月 12 日、神戸大学百年記念館「六甲ホール」にて、第 31回山口誓子学術

振興基金公開講演会を開催しました。 

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
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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、二松学舎大学文学部特別招聘教授（東京大学名誉教授）の長島弘明

先生より「江戸時代の名句を再考する―芭蕉・蕪村・一茶―」と題した講演が

行われ、古典となっている名句を改めて丁寧に解説していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_18_01.html） 

 

 （５）Japan-Australia University Dialogue 2019 に参加 

10 月 9 日、国立大学協会とオーストラリア大学協会(Universities 

Australia)が共催する日豪大学交流イベント「Japan-Australia University 

Dialogue 2019」が大阪大学で開催され、本学からは黄磷アジア総合学術センタ

ー副センター長が参加しました。 
このイベントは、日豪の大学における産学連携「Reaching higher – lifting 

Japan/Australia university and industry collaboration to new heights」

をテーマとしたもので、日本の国立大学 22校、オーストラリアの大学 6校、並

びに両国の政府機関、企業が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_21_01.html） 

 

 （６）神戸大学×UR都市機構×NTT データ「未来の団地×ITアイデアソン」を開催 

10 月 22 日、瀧川記念学術交流会館において、神戸大学、独立行政法人都市

再生機構(以下「UR都市機構」)及び株式会社 NTT データ(以下「NTT データ」)
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の三者共催により「未来の団地×ITアイデアソン」(以下「アイデアソン」)を

開催しました。 

当日はアイデアソンのテーマに興味を持った 18 名の学部生、大学院生が参

加しました。学部や研究科、学年など異なる学生同士がグループで協力しなが

ら、UR 賃貸住宅団地における課題に対し、NTT データが持つ IT ソリューショ

ンや最新技術の知見を参考に、斬新で柔軟な発想で未来の団地の仕組みを考え、

ITを活用したアイデアを出し合い、4グループがプレゼンテーションを行いま

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_25_01.html） 

 

 （７）神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)八期生が武田廣神戸大学長を 

表敬訪問 

10 月 10 日、神戸オックスフォード日本学プログラム（第 8期）の留学生 15

名が武田廣神戸大学長を表敬訪問しました。懇談には、人文学研究科研究科長・

奥村弘教授、KOJSP アドバイザリーボード長・佐藤昇准教授、南コニー助教

（KOJSP 担当）も同席しました。 

本プログラムは、協定に基づいて、オックスフォード大学東洋学部日本学専

攻の学生全員を神戸大学文学部において 1年間受け入れるものです。2012 年 10

月からスタートして、今回が第 8期となります。今年の学生には、イギリス籍

の学生のみならず、アイルランドやルーマニア、ポーランドからオックスフォ

ードに留学している学生も含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_10_28_01.html） 
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 （８）日ポ・サロンに学長感謝状を贈呈 

神戸大学で学ぶポーランド人学生を 15 年以上にわたって支援してきた市民

団体「日ポ・サロン」（代表：高島和子・元在大阪ポーランド共和国名誉領事）

に武田廣学長から感謝状が贈られました。 

創立 20周年をむかえた日ポ・サロンは、ワルシャワ大学をはじめとするポー

ランドの協定校からの交換留学生に対して奨学金を支給することを通じて、神

戸大学の国際交流に大きな貢献をしてきました。 

贈呈式では、武田学長から感謝の言葉が伝えられ、高島代表をはじめする 8

名の役員からは、ポーランドや留学生支援に対するそれぞれの思いが語られま

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_31_02.html） 

 

【３】イベント情報 

 （１）Hult Prize 2019 神戸大学大会 

Hult Prize(ハルトプライズ)は、大学生による世界最大規模のビジコンで、「学

生によるノーベル賞」とも呼ばれています。 

2019 年 12 月 14 日(土)に、Hult Prize 神戸大学大会が開催されます。当日の

観覧はどなたでもご参加いただけますので、多くの皆様のご来場をお待ちしてお

ります。 

Hult Prize とは、社会課題を解決するビジネスモデルのアイデアをコンテスト

形式で学生に考えさせることによって、事業化の促進と社会起業家の育成を図る

団体です。オフィシャルパートナーとして国連からも後援を受けています。神戸

大学キャンパス大会においては、上記に加え、学生が一歩踏み出して新しいこと

を始める成長の場になることを目標としています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_12_14_01.html） 

 

 （２）六甲祭 2019 

11 月 9日(土)10 日(日)に神戸大学の学園祭「六甲祭」を開催いたします。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.rokkosai.com/） 
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 （３）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「一般公開」 

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、11月 9日(土)にポートアイラン

ドで行われる神戸医療産業都市一般公開に参加し

ます。 

今年度も、神戸医療産業都市一般公開特別企画と

して、科学と社会のこれからをともに考える対話イ

ベント、サイエンスアゴラ in KOBE『Youth of the 

future ～科学の未来、未来の科学～』が 10時から

甲南大学ポートアイランドキャンパス 7F レクチャ

ーホールで開催されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_11_09_03.html） 

 

 （４）第 9回環境保全推進センター全学報告会を開催 

環境保全推進センターの活動について、学内外の方々に環境保全活動の推

進・展開にむけた活動方針、活動概要について紹介する環境保全推進センター

全学報告会を開催いたします。 

また、特別講演として国連環境企画・金融イニシアティブ特別顧問の末吉竹

二郎氏に『SDGs とパリ協定がリードする 21 世紀』と題して、講演をしていた

だきます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_11_19_01.html） 

 

【４】研究ニュース 

 （１）木村建次郎教授 ニュースキャスターの膳場貴子さんと対談 

乳がん検診を革新する新技術として注目されているマイクロ波マンモグラ

フィとはどのようなものなのか。核となる技術を開発し、実用化を目指してス

タートアップ企業の経営にも取り組んでいる数理・データサイエンスセンター

木村建次郎教授と、ニュースキャスターの膳場貴子さんが、新技術の特色と可

能性、今後の課題などについて語り合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/people/ 

researcher0012_ex01.html） 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/people/
https://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/event/kuirc/2019_11_09_03-1.pdf
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 （２）ハクサイの遺伝子発現調節機構を解明 

神戸大学大学院農学研究科のアクタ アヤシャ (博士後期課程) さんと理化

学研究所環境資源科学研究センター高橋聡史(テクニカルスタッフ) さんらは、

ハクサイにおいて、遺伝子発現調節に重要なヒストンの化学修飾のうちの一つ 

(H3K27me3) の役割を明らかにしました。さらにこれが、アブラナ科葉根菜の商

品価値に直接的な影響を及ぼす春化に関わる遺伝子の発現を制御する役割を

もっていることも明らかにしました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_10_18_01.html） 

 

 （３）赤錆を用いて水と太陽光から水素を製造 

―太陽光水素製造システムの実用化に新たな一歩― 

神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの立川貴士准教授のグループ

は、名古屋大学未来材料・システム研究所の武藤俊介教授、高輝度光科学研究

センターの尾原幸治主幹研究員、杉本邦久主幹研究員との共同研究により、太

陽光を用いて水から水素を高効率に生成できる光触媒電極の開発に成功しま

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/news/2019_10_23_01.html） 

 

 （４）大腸がんの「がん幹細胞」制御因子としてマイクロ RNA-221 を同定 

神戸大学大学院医学研究科の向山順子博士、藤田医科大学の下野洋平教授ら

の研究グループは、九州大学、Columbia 大学との共同研究により、手術検体か

ら分離した「がん幹細胞」を解析することで、マイクロ RNA-221 が大腸がんの

「がん幹細胞」制御因子であること、およびその制御機構を解明しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_10_25_01.html） 

 

 （５）省エネ・低コストで二酸化炭素を分離する膜技術が実用化 

神戸大学先端膜工学研究センター長の松山秀人教授らが、株式会社ルネッサ

ンス・エナジー・リサーチ(RER)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

と共同開発した、二酸化炭素(CO2)を分離する「CO2 促進輸送膜」が、2020 年に

実用化されます。 

今回「CO2 促進輸送膜」を導入するのは鹿児島県内の牧場で、乳牛など家畜

のふん尿を発酵させ生成したガスを用いたバイオガス発電の高効率化、省エネ

化に利用される予定です。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/ 

2019_10_28_01.html） 

 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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 （６）発達障害をもつ子どもの不安が日本においても高いことを確認 

鳥取大学教育支援・国際交流推進機構の石本雄真准教授、徳島文理大学人間

生活学部児童学科の松本有貴教授、および神戸大学大学院人間発達環境学研究

科の山根隆宏准教授らの共同研究グループは、国内の 6～12 歳の発達障害をも

つ子どもを対象に、これまで国内では定量化されていなかった不安の高さを調

査しました。その結果、発達障害をもつ子どもはもたない子どもに比べ顕著に

不安が高く、とりわけ自閉症スペクトラム障害 (ASD) をもつ子どもにおいて

特に不安が高いことを確認しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_10_29_02.html） 

 

 （７）高い清浄化速度と優れた油分分離性を有する油水分離膜の開発に成功 

神戸大学先端膜工学研究センターの松山秀人教授、吉岡朋久教授らの研究グ

ループは、親水性シリカ超薄層を高分子多孔膜の表面に形成した油水分離膜の

開発に成功しました。 

油分で汚染された廃水の清浄化は、世界的に不足が叫ばれている水資源確保

の面から非常に重要です。しかし廃水中の油滴のサイズが小さい場合は処理が

難しく、有効な手法が見出されていませんでした。 

本研究で開発した膜を用いると、高速の水透過と高い油分の阻止が達成でき

ます。またこの膜は、油分の付着による性能劣化が起こりにくく、様々な種類

の油分で汚れた廃水の清浄化に広範囲に適用できます。 

 

○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_30_02.html） 

 

 （８）四量体を形成する光化学系 Iの立体構造を解明 

～光合成生物の適応進化を解明する手がかりに～ 

岡山大学異分野基礎科学研究所の加藤公児特任准教授、長尾遼特任助教、蔣

天翼大学院生、秋田総理准教授、沈建仁教授、筑波大学生存ダイナミクス研究

センターの宮崎直幸助教、神戸大学大学院理学研究科の秋本誠志准教授、東京

大学大学院総合文化研究科の池内昌彦名誉教授らの共同研究グループは、クラ

イオ電子顕微鏡を用いて、シアノバクテリア由来の光化学系 I四量体の立体構

造解析に成功し、四量体構造を形成する仕組み、また四量体特有の集光色素の

並び方を明らかにしました。さらに時間分解蛍光分析から光化学系 I四量体が

強すぎる光に対する優れた防御機構を持っていることが明らかになりました。 

これらの結果から、光合成生物が多様な光環境に応じて光化学系 I集合状態

を変化させてきた仕組みが明らかになりました。 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_10_30_01.html） 

 

 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_10_29_02.html
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 （９）フノリ(布海苔)の分類再検討で複数の未分類種を発見 

神戸大学内海域環境教育研究センターの羽生田岳昭助教、川井浩史教授、理

学研究科生物学専攻修士２年 山村健将さんらを中心とする国際共同研究グル

ープは、これまで世界で 5種、日本では 3種とされていた「フノリ (布海苔)」

の仲間 (紅藻フノリ属) が、実際には複数種が分類されず混同されており、日

本に分布するフノリ属だけで 10 種以上存在することを明らかにしました。ま

たこのうち、主に沖縄に分布しこれまで「ハナフノリ」と混同されていたフノ

リ属の種を「リュウキュウフノリ」と命名しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2019_10_31_01.html） 

 

【５】受賞等 

 （１）太田仁教授が国際ザボイスキー賞を受賞 

9月 26 日にロシア・カザンの市庁舎ホールにおいて、太田教授が国際ザボイ

スキー賞を授与されました。これは、長年にわたるテラヘルツ電子スピン共鳴

装置の開発とその応用の功績が、国際的に高く評価されたものです。 

 

受賞者： 分子フォトサイエンス研究センター 太田仁 教授 

受賞日： 2019 年 9月 26 日 

受賞名： 国際ザボイスキー賞 

業績名： テラヘルツ強磁場電子スピン共鳴装置開発とその固体物理学研究 

への応用に関する際立った功績に対して 

 

○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_16_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/

