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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）木村建次郎研究室グループの ”世界初 マイクロ波マンモグラフィ"  

プロトタイプ機が完成 

 （２）第 14回ホームカミングデイを開催 

 （３）第 16回留学生ホームカミングデイを開催 

 （４）「海神プロジェクト」スタート 

 （５）「50年目の卒業式」を開催 

 （６）神戸大アメリカンフットボール部が快挙 

 

【２】お知らせ 

 （１）欧州委員会研究イノベーション総局から訪問 

（２）増本副学長がベルリン自由大学を表敬訪問 

（３）神戸大学海外アドバイザリーボードを開催 

（４）日本インドネシア学長会議に参加 

（５）German-Japanese Symposium を開催 

（６）武田学長がルーヴェン大学を訪問 

（７）キャンパス・アジアプログラム参加学生が吉井理事を表敬訪問 

（８）英国大学関係者との大学運営に関する意見交換会を実施 

（９）復旦大学・北京大学から訪問 

 

【３】イベント情報 

 （１）令和元年度附属図書館資料展「阪神･淡路大震災 25年 あのときとこれから」 

（２）極域協力研究センター（PCRC）国際法セミナーシリーズ第 16回「北極におけ

る持続可能な海洋観光業：課題と機会」 

 （３）神戸大学海事博物館 巡回展「和船の活躍した時代」 

 

【４】研究ニュース 

 （１）高増殖性の海洋ラン藻でアスタキサンチンの効率的な生産技術を開発 

 （２）植物が芽を増やすための太古から受け継がれた仕組みを解明 

 （３）大村直人教授の研究グループの論文が Advances In Engineering の 

ウェブサイトで紹介 

 （４）血中トランス脂肪酸の上昇が認知症発症に関与する可能性を報告 

神戸大学学友会ニュースレター 
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 （５）蓮沼誠久教授の研究開発課題が科学技術振興機構（JST） 

「未来社会創造事業（探索加速型）」に採択 

 （６）はやぶさ 2画像データ解析による小惑星リュウグウの衝突クレーター分布 

 

【５】受賞等 

 （１）令和元年秋の叙勲受章者を発表 

 

【１】トピックス 

（１）木村建次郎研究室グループの ”世界初 マイクロ波マンモグラフィ"  

プロトタイプ機が完成 

数理・データサイエンスセンター木村建次郎研究室グループの研究成果で

ある "世界初のマイクロ波マンモグラフィ" のプロトタイプ機が完成し、9

月 13 日にその研究発表記者会見が行われました。 

木村教授は、2012 年に神戸大学発スタートアップ企業となる「株式会社

Integral Geometry Science(インテグラル ジオメトリ サイエンス)」を設

立。マイクロ波マンモグラフィの治験を開始し、ベンチャーキャピタルの出

資も受けるなど、将来的な販売開始を目指し、健診センターを全世界に立ち

上げる等の計画を進めています。 

会見には本学の武田廣学長が同席し、IGS 社の CEO を務める木村教授と、

各種資本提携を結んだ協力企業の代表・役員らが並んで発表に臨みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_05_01.html） 

 

 （２）第 14回 ホームカミングデイを開催 

神戸大学の第 14 回ホームカミングデイが 10 月 26 日、木々の葉が色づき

始めた神戸大学の各キャンパスで開催されました。2006 年から始まったホー

ムカミングデイも今年で 14 回目となり、卒業生や教職員等約 1900 人が参加

し、旧交を温め合うとともに、迎えた在学生や教職員と世代を越えて交流し

ました。 

武田廣学長は冒頭の挨拶で、本年日本各地を襲った天災により被災された
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方々へお見舞いの言葉を述べた後、再来年 4月の「海洋政策科学部（仮称）」

の設置、「はやぶさ 2」に関するニュース、「マイクロ波マンモグラフィ」の開

発成功、企業や NPO・自治体と協働して革新的イノベーションを創造する人

材の育成と社会課題の解決を目指す「神戸大学 V.スクール」の来年 4月の設

置、海外での学修や課外活動における学生の活躍について述べました。 

続いて、各同窓会の全学組織である学友会の坂井信也会長が挨拶し、母校

への期待と支援について述べ、つながりの大切さを強調しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_08_02.html） 

 

 （３）第 16回留学生ホームカミングデイを開催 

第 16 回神戸大学留学生ホームカミングデイが、10 月 26 日に神戸大学百年

記念館「六甲ホール」において開催されました。平成 14年（2002 年）から始

まったこの催しは、今年は新しい令和の時代にちなみ日本文化をテーマとし

て企画されました。日本語力が十分でない留学生にも

配慮し、英語と日本語による進行で在学留学生のヘリ

ニャン・アンドレイ・マリャンさん（人文学研究科・

ルーマニア）と蘇萌さん（経済学研究科）が司会を務

めました。オープニング・パフォーマンスでは、神戸

大学邦楽部による和楽器の美しい音色が会場をしっ

とりとした雰囲気で包みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_11_03.html） 

 

武田廣学長 

 

 

 

坂井信也学友会会長 

 

 

 

日本語・英語による総合司会 

蘇萌さん（経済学研究科）、 

ヘリニャン・アンドレイさん（人

文学研究科） 
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（４）「海神プロジェクト」スタート 

海神プロジェクト、出航！いざ、海の神戸大学へ。  

神戸大学では、2019 年 10 月に新研究組織「海共生（うみともいき）研究ア

ライアンス」を設立、2021 年 4 月には新学部「海洋政策科学部（仮称）」を設

置します。 

この度、これらの動きを推進する全学的な取り組みを、「海の神戸」にちなん

で ”海神（かいじん）プロジェクト” と名付け、「海の神戸大学」をめざして

スタートすることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_08_01.html） 

 

 （５）「50年目の卒業式」を開催 

大学紛争で大学校舎が封鎖され、昭和 44年（1969 年）3月予定の卒業式が開

催できなかった当時の 8 学部の卒業生 172 名が全国から集まり、10 月 27 日に

出光佐三記念六甲台講堂にて「50年目の卒業式」が開催されました。 

この卒業式は、一昨年に卒業生によって発案され、実行委員会を立ち上げる

とともに、昨年春から具体的な準備が進められました。 

式典では、開演前に当時の懐かしい写真がスライドで投影されました。川畑

亜紀氏（平成 10 年文学部卒）の司会のもと、実行委員会共同代表の番尚志氏

（経営学部卒）による主催者代表挨拶が行われ、次に参加が叶わなかった物故

者への黙祷が行われました。 

 

「海神プロジェクト」のイメージキャラクターとして、故手塚治虫氏の

海洋冒険マンガのキャラクター「海のトリトン」を起用する事が決定 
 

祝辞を述べる武田廣学長 
 

主催者代表挨拶をする番共同代表 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_11_04.html） 

 

 （６）神戸大アメリカンフットボール部が快挙 

―全日本大学選手権への出場権を獲得 

アメリカンフットボール部「RAVENS(レイバンズ)」が、11 月 10 日(日)に

万博記念競技場で京都大学「GANGSTERS(ギャングスターズ)」と対戦し、16対

7で勝利しました。 

これにより、レイバンズは 5勝 2 敗で関西学生リーグ 3位となり、チーム

史上初となる全日本大学選手権への出場権を獲得しました。 

今後、11 月 16 日に関西 2 位校の関西学院大学が西南学院大学(九州代表)

と対戦し、その翌日に 3位校の神戸大学が中京大学(東海代表)と対戦します。

それぞれの勝者が 11 月 24 日に対戦し、勝ったチームが、全日本大学選手権

大会決勝戦「甲子園ボウル」の出場権をかけて、関西 1 位校の立命館大学と

12月 1日に対戦します。 

 

【追記】 

11/17(日)に行われた全日本大学選手権にて、レイバンズが中京大学(東海

代表)に 24-17 で勝利しました。 

これにより、レイバンズは西日本代表校決定戦の準決勝に進出。 

西南学院大学(九州代表)に勝利した関西学院大学と、11/24(日)に万博記念

競技場にて対戦します。 

 

○ 2019 年 11 月 24 日（日） 万博記念競技場 12:00 KICK OFF 

○ チケット ： 当日券 1,500 円、前売り 1,300 円 

 ※タオル、Ｔシャツ、何でも構いませんので当日〔赤〕をご持参いただけ

ると幸いです。 

 

引き続き、レイバンズへの暖かいご声援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

1979 年に映画研究部が制作した映像が流れました  
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【２】お知らせ 

 （１）欧州委員会研究イノベーション総局から訪問 

10 月 29 日、Pierrick Fillon-Ashida (ピエリック・フィロン-アシダ)欧州

委員会研究イノベーション総局国際協力部門日本政策担当官が武田廣学長を

表敬訪問しました。 

今回の訪問は、10月 22 日にブリュッセルで開催した第 10回神戸大学ブリュ

ッセルオフィスシンポジウムにおいて、Jean-Eric Paquet (ジャン-エリック・

パケ) 欧州委員会研究イノベーション総局長に開会の挨拶を頂戴し、シンポジ

ウムの成功を契機に実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_01_05.html） 

 

 （２）増本副学長がベルリン自由大学を表敬訪問 

10 月 24 日、増本浩子副学長(国際連携・国際教育担当)が Verena-Blechinger 

Talcott (ベレーナ-ブレヒンガー・タルコット)ベルリン自由大学国際担当理

事を表敬訪問しました。 

ベルリン自由大学とは、2013 年 6月に国際文化学研究科と先方の歴史文化学

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_13_02.html） 
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部東アジア美術学科との間に部局間学術交流協定および学生交流実施細則を

締結し、学生交換、研究者交流および共同研究を活発に行ってきましたが、両

大学は交流分野を全学に広げ学生交換を実施することに合意し、2019 年 8月 29

日に、大学間学術交流協定および学生交流実施細則を締結しました。今回の増

本副学長の訪問は学術交流協定締結を機に、両大学間の多分野での学術交流開

始のために意見交換を行うことを目的として実現したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_01_04.html） 

 

 （３）神戸大学海外アドバイザリーボードを開催 

神戸大学は10月 23日に神戸大学ブリュッセルオフィスにてアドバイザリーボ

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・ファン・ロン

プイ前欧州理事会常任議長ならびにハンス＝ゲルト・ペテリング前ヨーロッパ議

会議長の参加を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_01_01.html） 

 

 （４）日本インドネシア学長会議に参加 

10 月 10 日及び 11日、広島市において広島大学を幹事として中国・四国地区

国立大学の主催により第 5回日本インドネシア学長会議が開催されました。本

学からは吉井昌彦理事（国際・評価担当）及び桑原達也国際部長が参加しまし

た。この会議は、2 年毎に日本とインドネシアにて交互に開催され、第 5 回目

の今回は、両国から 69大学の代表者が参加しました。国際平和都市ヒロシマで

開催されるにあたり、SDG’s の達成と平和な社会の実現に資するため
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「Collaboration in Research and Education for Sustainable and Peaceful 

Society」をテーマに掲げ、両国が協力して取り組むべき今後の方策等について

協議されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_05_02.html） 

 

 （５）German-Japanese Symposium を開催 

10 月 16 日及び 17 日、神戸大学にて、協定校であるトリーア大学（ドイツ）

と共催で、German-Japanese Symposium ‘Transition – A Paradigm of World 

Society in the 21st Century’を開催しました。トリーア大学はドイツ中西

部に位置する 1473 年に創立された州立大学で、本学は、2015 年 6 月に大学間

学術交流協定を締結し、人文・社会科学系分野において学生交換及び研究交流

を活発に行ってきました。このシンポジウムは、日独の研究者による研究成果

を共有するとともに、新たな国際共同研究の創出を目指して、ドイツ研究振興

協会の支援を受けて開催したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_07_02.html） 

 

 （６）武田学長がルーヴェン大学を訪問 

10 月 21 日、武田廣学長一行が、ルーヴェン大学（ベルギー）を訪問しまし

た。訪問には、神戸大学から、小川真人理事（研究・情報管理担当）、吉井昌彦

理事（国際・評価担当）、増本浩子副学長（国際連携・国際教育担当）、吉田健

一 EU 総合学術センター長、坂井一成ブリュッセルオフィス所長及び国際企画

課職員が同行しました。 

ルーヴェン大学は 1425 年に創設されたベルギー最古の大学です。神戸大学
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は、ルーヴェン大学と 2010 年 1 月に大学間学術交流協定を締結して以来、継

続的に学生交換を行ってきました。また、経済学研究科及び国際文化学研究科

はダブルディグリープログラムを実施しています。今回の訪問は、有効期限を

迎える大学間学術交流協定を更新するとともに、両大学の法学部・研究科によ

る新たな学生及び教員交流実施細則の締結に合意したことを受けたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_07_03.html） 

 

 （７）キャンパス・アジアプログラム参加学生が吉井理事を表敬訪問 

11 月 7 日、本年度のキャンパス・アジアプログラム参加学生 14 名が、吉井昌

彦理事（国際・評価担当）を表敬訪問しました。懇談が行われ、国際協力研究科

の木村幹教授、小川啓一教授、松田葉月特命助教、国際連携推進機構の米沢竜也

特命助教が同席しました。 

最初に、10月から中国の復旦大学より来日中の学生 5名と、韓国の高麗大学校

より来日中の学生 6名から、それぞれ自己紹介がありました。次に、来年 3月よ

り本学から高麗大学校に留学予定の学生 3名が、留学に向けての意気込みを語り

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_11_13_01.html） 
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 （８）英国大学関係者との大学運営に関する意見交換会を実施 

11 月 8日、英国からニール・ジャスター（Neal Juster）グラスゴー大学副学

長、ピーター・アトキンソン（Peter Atkinson）ランカスター大学科学技術学部

長、ギャヴィン・ダグラス（Gavin Douglas）エディンバラ大学副局長、ほか 2名

が本学を訪問し、水谷文俊理事（総括・企画・人事担当）、吉井昌彦理事（国際・

評価担当）、小田啓二理事（産学連携担当）、齋藤政彦副学長（数理データサイエ

ンス・研究推進担当）と大学運営に関する意見交換会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_14_01.html） 

 

 （９）復旦大学・北京大学から訪問 

11 月 7 日、復旦大学の陳引馳中文系主任と北京大学の張輝中文系副主任一行

が吉井昌彦理事（国際・評価担当）を表敬訪問しました。懇談には、本学人文学

研究科から奥村弘研究科長、長坂一郎副研究科長、白鳥義彦副研究科長、濱田麻

矢教授、中村秀幸事務課長が同席しました。 

復旦大学は 1905 年に創立された中国を代表する総合大学の一つで、現在は 17

学院から構成されており、本学とは1992年 1月の大学間学術交流協定締結以降、

活発な学生交流及び研究者交流を行ってきました。また、北京大学は 1898 年に

創立された中国最古の総合大学で、本学とは 1994 年に大学間学術交流協定を締

結し、研究者交流を中心に密接な協力関係を築いてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_14_02.html） 
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【３】イベント情報 

 （１）令和元年度附属図書館資料展「阪神･淡路大震災 25年 あのときとこれから」 

神戸大学附属図書館では、収集した貴重な資料を地域のみなさまにもご覧い

ただきたいと考え、毎年様々なテーマのもとに、附属図書館が所蔵する各種資

料の展示会を開催しています。平成 16(2004)年度から資料展示活動をはじめ、

本年で 16年目となりました。 

神戸大学附属図書館は、阪神・淡路大震災の被災地の中にある図書館の責務

として、関連資料を収集した「震災文庫」を平成 7年 10 月 30 日より公開して

います。本年度は、震災から 25 年の節目を迎えるにあたり、「あのときとこれ

から」をテーマに、その所蔵資料を通じて、当時の被害状況や震災の経験と教

訓をご紹介します。震災の風化を防ぎ、次の大災害への備えや対策を考える機

会となれば幸いです。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

 

 （２）極域協力研究センター（PCRC）国際法セミナーシリーズ第 16回「北極における

持続可能な海洋観光業：課題と機会」 

神戸大学極域協力研究センター（PCRC）では、PCRC 国際法セミナーシリーズ

の第 16回セミナー「北極における持続可能な海洋観光業：課題と機会」を 2019

年 11 月 26 日（火）に開催します。 

このセミナーは公開でどなたでも自由にご参加いただけます。事前申し込み

は必要ありません。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_11_26_01.html） 

 

 （３）神戸大学海事博物館 巡回展「和船の活躍した時代」 

神戸大学海事博物館の巡回展「和船の活躍した時代」を、六甲台キャンパス

にて開催いたします。 

陸路の物流がまだ発展途上であった江戸時代中期から明治時代の中頃にか

けて、物資の大量輸送は廻船による海路が中心でした。とくに日本海、瀬戸内

海を経由する西廻り航路は、風待ちや荒天を避けることができる天然の良港に

恵まれていたことから、大阪の繁栄とも相まって大いに発展しました。この海

路で活躍した船が、いわゆる北前船（きたまえぶね）とよばれる廻船です。 

海事博物館所蔵の和船資料の一部は、この北前船に関する日本遺産『荒波を

越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～』に登録されて

います。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2019_12_02_01.html） 

 

【４】研究ニュース 

 （１）高増殖性の海洋ラン藻でアスタキサンチンの効率的な生産技術を開発 

神戸大学先端バイオ工学研究センターの蓮沼誠久教授の研究グループは、高
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い増殖能を有する海洋性ラン藻 Synechococcus sp. PCC 7002 に遺伝子導入を

施し、光と水と CO2 からアスタキサンチンを高生産する技術を開発しました。

さらに同グループの独自技術である動的メタボロミクス技術を用いて高生産

に至ったメカニズムを解析し、遺伝子導入によるβ-カロテン変換酵素の活性

増強が上流の一次代謝を活性化させることを明らかにしました。 

海洋性ラン藻によるアスタキサンチン生産の成功は世界で初めての例であ

り、従来法に匹敵する生産性を保ちながら、培養期間の短縮や雑菌汚染のリス

ク低減を実現しました。これは光と CO2 からアスタキサンチンを高効率に製造

するプロセスの構築に向けて重要な一歩となります。 

 

○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_11_06_01.html） 

 

 （２）植物が芽を増やすための太古から受け継がれた仕組みを解明 

神戸大学大学院理学研究科の安居佑季子研究員 (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、信州大学理学

部・久保浩義教授、近畿大学生物理工学部・大和勝幸教授、マックスプランク

植物育種学研究所・Klaus Theres 博士らの共同研究グループは、陸上植物の共

通祖先に近いコケ植物ゼニゴケを用いて、植物体から新たな芽をもつ独立した

クローン個体を増殖させるための重要な因子を同定することに成功しました。

さらに今回発見した因子は、被子植物の芽を増やす働きをもつ因子と共通する

起源をもつことも明らかとなりました。 

今回の発見は、植物が生涯、芽を増やし続ける仕組みの起源が、コケ植物と

被子植物が別れた 4億年以上前に遡ることを示唆しています。今後、この因子

が関わる芽を増やす仕組みを更に解析することで、農業や園芸分野において、

様々な植物を効率よく増産させる技術の改良に貢献できると期待されます。 

 

○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_11_08_01.html） 

 

 （３）大村直人教授の研究グループの論文が Advances In Engineering の 

ウェブサイトで紹介 

神戸大学大学院工学研究科の大村直人教授の研究グループが発表した論文

“Heat transfer characteristics of Taylor vortex flow with shear-

thinning fluids”が、工学的に特に意義のある論文として選ばれ、Advances In 

Engineering (AIE) のウェブサイトにて紹介されました。論文の筆頭著者の増

田勇人さんは、神戸大学大学院工学研究科の博士課程修了者 (指導教員 大村

直人教授) です。 

AIE は全工学分野における主要な国際学術誌から特に優れた研究論文を取り

上げて、自社のウェブサイトで紹介しています。選考委員は世界のトップ大学

の副学長や学部長、著名な学術誌の編集委員長などで構成されており、工学の

全分野から 1週間あたり 20報の論文 (全出版数の 0.1％以下) が選ばれます。

今回、AIE に取り上げられたことから、本論文の学術的・工学的価値が高いこ

とが示されました。 
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○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_11_11_02.html） 

 

 （４）血中トランス脂肪酸の上昇が認知症発症に関与する可能性を報告 

九州大学大学院医学研究院の二宮利治教授、本田貴紀助教および神戸大学大

学院医学研究科の平田健一教授らの共同研究グループは、久山町研究の追跡調

査の成績を用いて血清中のトランス脂肪酸 (エライジン酸) 濃度の上昇が認

知症発症と関連することを報告しました。 

 

○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_11_11_01.html） 

 

 （５）蓮沼誠久教授の研究開発課題が科学技術振興機構（JST）「未来社会創造事業 

（探索加速型）」に採択 

神戸大学先端バイオ工学研究センターの蓮沼誠久教授の研究開発課題「細胞分

裂制御技術による物質生産特化型ラン藻の創製と光合成的芳香族生産への応用」

が、令和元年度未来社会創造事業（探索加速型）「地球規模課題である低炭素社会

の実現」領域重点公募テーマ「『ゲームチェンジングテクノロジー』による低炭素

社会の実現」）に採択されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2019_11_07_01.html） 

 

 （６）はやぶさ 2画像データ解析による小惑星リュウグウの衝突クレーター分布 

神戸大学大学院理学研究科惑星学専攻の平田直之助教らの研究グループは、小

惑星探査機はやぶさ２のリモートセンシング画像データ解析によって、小惑星

リュウグウのクレーター分布を調べ、地表面の歴史の一端を明らかにしました。

本研究により、リュウグウの自転が現在より早かった時期が 2度あった、ある

いは、かなり長期間にわたり継続していた可能性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_11_13_01.html） 

 

【５】受賞等 

 （１）令和元年秋の叙勲受章者を発表 

内閣府より、11月 3日付けで令和元年秋の叙勲等が発令されました。本学の

受章者は以下のとおりです。 

 

瑞宝重光章 

西村和雄 教授 (計算社会科学研究センター) 【教育研究功労】 

瑞宝中綬章 

豊國永次  名誉教授 【教育研究功労】 

羽根田博正 名誉教授 【教育研究功労】 

瑞宝双光章 

松浦正子 元神戸大学医学部附属病院看護部長 【看護業務功労】 
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○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2019_11_11_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/

