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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）神戸市と共同記者会見 ― 神戸未来医療構想 ― 

 （２）若手教員の長期海外派遣成果報告会を開催 

 （３）第 1回学友会・凌霜会下関支部 合同講演会・懇親会報告 

 

【２】お知らせ 

 （１）ブリュッセルオフィスにて UnILiON Special Open Talk が開催 

（２）神戸大学ホノルル拠点第 4回シンポジウムを開催 

 （３）トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム(第 12 期)に神戸大学から 

5人が採用 

 

【３】研究ニュース 

 （１）脊椎動物の光を感じる超分子の形成機序を解明 

～生体膜研究の未知の領域への手がかり～ 

（２）ラン藻で高濃度 D-乳酸生産技術の開発に成功 

 （３）励起子分裂によるスピン量子もつれの転送を実証 

 （４）『これからの日本の北極政策の展望』を刊行 

～研究者による政策決定者向けの報告書～ 

 

【４】受賞等 

 （１）経営学研究科 正司健一教授が交通文化賞を受賞 

 

 

【１】トピックス 

 （１）神戸市と共同記者会見 ― 神戸未来医療構想 ― 

神戸大学ではこのたび、神戸市・産業界とともに提案した「神戸未来医療構

想」が内閣府の地方大学・地域産業創生交付金事業に採択されました。 

2月 12 日、神戸市役所にて「神戸未来医療構想」共同記者会見を行いました。 

会見では久元 喜造市長と武田 廣学長が出席し、神戸大学医学部附属病院国

際がん医療・研究センター（ICCRC）内に、医療機器メーカー等が集まる研究拠

点を整備することを発表しました。 

神戸大学学友会ニュースレター 
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この事業構想には内閣府からの交付金が活用され、最先端の医療機器開発を

進める拠点が、ICCRC 内に設置される予定です。実際の医療現場と機器開発分

野が一体となる環境は、日本においてはほぼ例が無く、この連携を強化するこ

とで医療機器のニーズをとらえ、開発のスピードアップを図るねらいがありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_02_14_02.html） 

 

 （２）若手教員の長期海外派遣成果報告会を開催 

2月 14 日、神戸大学瀧川記念学術交流会館にて「神戸大学若手教員長期海外

派遣制度」に係る派遣成果報告会を開催しました。本制度は、福田 秀樹前学長

の下、次世代の教育研究を担う人材の育成を目的に平成 21 年に設立されまし

た。平成 27年 4月に武田 廣学長が就任した後も本制度は継続して実施され、

これまでに 140 名以上の若手研究者を海外に派遣しています。本報告会は、令

和元年 9月 30 日までに帰国

した若手教員を対象に、派遣

先で得た貴重な研究成果や

体験談などを広く発表し、今

後の教育研究の更なる深化

を図る機会とするとともに、

本派遣制度に申請すること

を検討している若手教員に

対し、積極的に参加を呼び

かける場とすることを目的

に開催されました。 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_02_20_01.html） 
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 （３）第 1回学友会・凌霜会下関支部 合同講演会・懇親会報告 

と き  2020 年 1月 22 日（水） 

ところ  シーモールパレス（山口県下関市） 

講 師  神戸大学 大学文書史料室 野邑理栄子先生 

演 題  「知っていますか？神戸大学の昔と今」 

 

去る 1月 22 日、2年ぶりに下関市在住の神戸大学の卒業生が集まりました。 

参加人数は 16名。他支部と比較すると小さな集会でしかないのかもしれません。 

しかし、私が記憶する限りにおいて、恐らくは近年、最も多くの卒業生が集ま

り、最も盛会裡に終わった懇親会ではなかったでしょうか。 

当支部は、これまで凌霜会として活動して参りました。恐らくは 50 余年の歴

史をもつ、伝統ある支部であったと思います。しかしながら、他支部と同様、会

員の高齢化は進み、若年層の取り込みに失敗し、会員数は年を追うごとに減少し

て参りました。前年の懇親会の参加人数は、遂には 7名。開催の中止を余儀なく

されました。 

しかし、私たちは会の再起をかけてもう一度、動き始めました。まずは、会員

を増やすこと。そのためには、凌霜会だけの枠組みでは限界があり、私たちは凌

霜会と併設する形で、まずは学部に拘らない学友会の新設を行いました。 

次に、私たちは新規会員の勧誘に走りました。 

当初は謝絶の連続でしたが、貴重な出会いもありました。取り分け、株式会社

長府製作所（東証 1部 5946）の種田 清隆社長（昭和 54 年/工）とのご縁を頂き、

同社より 3名の新規会員の申し込みを受けました。 

懇親会は装いも新たに、これまでの会食形式から、講演会＋立食パーティーの

2部構成へと、大きく変更しました。 

講演会は、凌霜会支部拡大実行委員長 辻本 健二氏のお世話を賜り、神戸大学 

大学文書史料室より野邑 理栄子先生のご紹介を頂きました。 

そして、懇親会当日を迎えました。 

参加人数は、私たちの予想を上回る 16名の会員が参集しました。経済・経営・

法学部の他、工学部、理学部、農学部と、学部の多彩なこと。また、北九州支部

よりゲストとして、金谷 康彦氏（昭和 30年/経営）と廣瀬 隆明氏（昭和 52年/

経営）のご列席も賜りました。 

会は、第Ⅰ部として、野邑 理栄子先生の講演「知っていますか？神戸大学の昔

と今」より始まりました。神戸大学の知らざる歴史や、意外な史実、テンポの良

いクイズあり、何より野邑 理栄子先生の抑揚ある、かつ軽快なトークに、会場は

大変に盛り上がりました。 

第Ⅱ部は立食パーティーです。支部長 中島潔 氏（昭和 48年/経営）の挨拶、

前支部長の山本 猛彦氏（昭和 28 年/経営）の乾杯に始まり、しばしの歓談の後、

山本 興治氏（昭和 44年/経営）の中締めにより、盛会裡に終了しました。 

一時は会の存続自体が危ぶまれた下関支部でしたが、たくさんの方々のご厚意

やご協力を得て、「凌霜会 下関支部」は「学友会・凌霜会 下関支部」として、再

スタートを切ることができました。 

私たりは改めて、会員の増強こそが会の存続力だと考えています。 

私たちは、第 2回の懇親会を目指して、引き続き一人でも多くの会員を集めて

いく所存です。 

無論、どこまで走れるか分かりません。 
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【２】お知らせ 

 （１）ブリュッセルオフィスにて UnILiON Special Open Talk が開催 

2月 7日、本学ブリュッセルオフィスにて、“New Opportunities for EU-Japan 

Cooperation in Research and innovation: from Horizon Europe to Japan’s 

Moonshot Programme”と題した講演会が開催されました。このイベントは、ブリ

ュッセルに拠点を設置している大学や研究機関のネットワークである UnILiON 

(Universities Informal Liaison Offices Network)の活動の一環として本学ブ

リュッセルオフィスがホスト役を務める形で行われたものであり、UnILiON の会

員の他、近隣の大学・研究機関の教職員、政府関係者など総計 46 名の参加者を

数える大盛況となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あるいは、また縮小を余儀なくされる可能性もあります。 

しかし、私たちは、下関支

部の会員の熱い思いがある

限り、その火をいつまでも

絶やすことがないよう、ま

た次の世代にバトンタッチ

していけるよう、本会を精

力的に活動して参りたいと

考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

（竹本順司） 
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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/2020_02_19_03.html） 

 

 （２）神戸大学ホノルル拠点第 4回シンポジウムを開催 

2 月 4 日、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルルのイースト・ウェスト・センター 

ハワイ移民国際カンファレンスセンターにおいて、神戸大学ホノルル拠点第 4回

シンポジウム " The 4th HOKU Symposium for Advanced Interdisciplinary 

Research Collaboration between Kobe University and University of Hawai’

i " を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_02_19_01.html） 

 

 （３）トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム(第 12 期)に神戸大学から 

5人が採用 

2月 14 日に、「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プ

ログラム～(第 12 期)」の選考結果が発表され、神戸大学から 5 人の学生が採用

されました。第 12期は全国の大学等 225 校から 1,111 人の応募があり、514 人が

採用されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_02_26_01.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）脊椎動物の光を感じる超分子の形成機序を解明 

～生体膜研究の未知の領域への手がかり～ 

広島大学大学院統合生命科学研究科の粟津 暁紀准教授、藤井 雅史助教、同大

学大学院博士前期学生の金重 先人、及び神戸大学バイオシグナル総合研究セン

ターの森垣 憲一准教授、同大学大学院理学研究科の林 文夫名誉教授、大阪大学

大学院基礎工学研究科の山下 隼人助教のグループは、動物の網膜桿体細胞内の

円板膜において、外界から目に入った光を実際に感知するロドプシンタンパク質

が形成する、列状の超分子構造の形成メカニズムを明らかにしました。 
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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/2020_02_17_01.html） 

 

 （２）ラン藻で高濃度 D-乳酸生産技術の開発に成功 

神戸大学先端バイオ工学研究センターの蓮沼 誠久教授、神戸大学大学院科学

技術イノベーション研究科の秀瀬 涼太特命准教授、明治大学農学部農芸化学科

の小山内 崇准教授らの研究グループは、動的メタボローム解析によりラン藻（シ

ネコシスティス PCC 6803）の D-乳酸を生産するメカニズムを解析し、酵素マリ

ックエンザイムが増産に寄与することを明らかにしました。さらに、遺伝子工学

で D-乳酸生合成経路を強化することで、二酸化炭素と光から D-乳酸の直接生産

に世界最高値（26.6 g/L）で成功しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_02_18_01.html） 

 

 （３）励起子分裂によるスピン量子もつれの転送を実証 

神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの小堀 康博教授、同大学院理学

研究科博士前期課程の松田 紗季、尾山 真也による研究グループは、有機半導体

薄膜の一重項励起子分裂で生成する中間体として磁性をもつ三重項励起子対の

電子スピンの状態を、時間分解電子スピン共鳴法を用いて明らかにしました。こ

の結果、有機半導体一分子に生成した量子もつれが、高速に解離した二つの三重

項励起子にまで転送されることを実証しました。これにより、一光子入力による

四電子スピンからなる四量子ビット系の量子テレポーテーション効果が、世界で

初めて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/2020_02_20_01.html） 

 

 （４）『これからの日本の北極政策の展望』を刊行 

～研究者による政策決定者向けの報告書～ 

この度、文部科学省の補助事業である北極域研究推進プロジェクト（ArCS［ア

ークス］、2015～2019 年度）を実施した人文・社会科学系の研究者が中心となっ

て、『これからの日本の北極政策の展望』を刊行します。 

本報告書は、4 年半にわたって行われた、北極域研究の領域における日本で初

めての文理融合型の研究の成果を踏まえて、今後の日本の北極政策について政策

決定者向けのメッセージをまとめたものです。これは、ArCS という事業が、科学

研究に留まらず、研究成果の社会への還元やステークホルダーへの発信を強く意

識したものであることを反映しています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_02_28_02.html） 
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【４】受賞等 

 （１）経営学研究科 正司健一教授が交通文化賞を受賞 

2月 14 日、経営学研究科の正司 健一教授が「令和元年度（ 第 63 回） 交通文

化賞」を受賞することが国土交通省から発表されました。 

交通文化賞とは、公的活動、学術研究、芸術活動、国際的活動等を通じて、日

本の交通文化の向上に著しく貢献した者に対し国土交通大臣から表彰されるも

のです。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_02_19_04.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。 

 

 

★学友会ホームページ移転のお知らせ。 

旧 ： https://www.kobe-u.com/alumni/ 

↓ 

 新 ： http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/ 

 

 

■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/

