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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）デトロイト支部同窓会を開催 

（２）令和元年度卒業生・修了生に向けた「学長メッセージ」を掲載 

（３）学術研究や課外活動で優秀な成績 学生 7人と 7団体を表彰 

（４）武田学長と久元神戸市長が SDGs に関し意見交換 

 

【２】お知らせ 

（１）新型コロナウィルスに対する本学の対応について 

（２）Web 新歓祭について 

 

【３】研究ニュース 

 （１）頭頚部がん発症に重要な細胞内シグナルを発見 

（世界最速のがん発症モデルマウスを作製） 

 （２）小惑星リュウグウでの人工クレーター形成実験から分かったこと 

 （３）皮膚がんなどの発症なし 222nm 紫外線（UV-C）繰り返し照射の安全性を世

界で初めて実証 

― 医療分野や日常での殺菌・消毒の用途拡大に期待 － 

 

 

【１】トピックス 

 （１）デトロイト支部同窓会を開催 

日時：2020 年 3月 15 日（日） 

場所：The Earle, Ann Arbor, Michigan 

新型コロナウィルスの感染確認者が数人でたところで、周りの州がどんどん

レストランの閉鎖に到る中、デトロイト市が恒例の Irish の祭典である St. 

Patrick’s Day パレードをキャンセルしたことから、私達が会食を予定してい

た、地元の Irish town である Cork Town 地区にあるレストランが休業するこ

とになり、急遽、日本でもフットボールなどで有名なミシガン大学の本拠地 Ann 

Arbor の老舗レストランに場所を替えての開催となりました。 

今回は、5 年の任期を終えて、日本へ帰国される伊吹氏の送別も兼ねての夕

食会でした。米国赴任前には苦手であった椎茸が当地のスーパーで売られてい
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ることから、食べるようになったこと、朝の飲み物がお茶からコーヒーに変わ

ったこと、ハーフマラソンを走るようになったことなど、また、Ann Arbor に

は結構モダンな高層ビル（8 階建て程度）があることに気づいたことなどが話

題になるも、翌週の日曜日に、同窓生三人が参加予定であった Ann Arbor での

ハーフマラソンがキャンセルされたこともあり、コロナウィルスが及ぼす経済

的な影響や、2008 年の Lehman Shock 後の雇用対策などについて話題が弾みま

した。 

ちなみに、この夕食会の翌月曜日には、ミシガン州もレストランの閉鎖を発

表したので、結果的に、この夕食会が「最後の晩餐」のようになりました。次

回は会員の自宅での夕食会になるかもしれません。 

卒業生・現役生・留学生を問わず、Detroit を訪問される機会がありました

ら、大歓迎いたしますので、学友会を通してぜひご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者：伊吹 正紀（1986 院・工） 

榎本 守彦（1994 経済） 

瀬川 恵（1996 教育） 

山田 守（1982 経営） 

（山田記） 

 

 （２）令和元年度卒業生・修了生に向けた「学長メッセージ」を掲載 

神戸大学を卒業、修了される方々に向け、武田 廣学長のメッセージが掲載

されました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/speech/m2020_03_19.html） 

 

 （３）学術研究や課外活動で優秀な成績 学生 7人と 7団体を表彰 

3 月 17 日、令和元年度に学術研究や公認課外活動で優秀な成績を収めた

り、顕著な功労があった個人 7 人と 7 団体を表彰しました。学生表彰規程に

基づき、毎年学長が表彰しているもので、今年度は般若団文化奨励賞も創設

されました。  

今年度の学生表彰は、半導体集積回路(IC)における電磁環境両立性（EMC）

技術分野における世界第一線の国際会議である、IEEE(アイ・トリプル・イー)
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主催 EMCCompo2019 において最優秀学生論文賞を受賞された渡邊 航さん（科

学技術イノベーション研究科博士課程前期課程 2年、2019 全日本大学女子選

抜駅伝競走(富士山女子駅伝)に、全日本大学選抜チームとして出場し、3 位

入賞を果たした仲野 由佳梨さん(理学部 3 年)、海外のチームも参加する第

17 回学生フォーミュラ日本大会 2019 で総合順位 5 位の成績を収めた学生フ

ォーミュラチーム、関西学生トップリーグトーナメントを全勝優勝した男子

ラクロス部など、多彩な顔ぶれが揃いました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_03_23_02.html） 

 

 （４）武田学長と久元神戸市長が SDGs に関し意見交換 

3月 23 日、久元 喜造神戸市長が本学を訪れ、武田 廣学長と SDGs（持続可

能な開発目標）に関する意見交換を行いました。 

意見交換では、包括連携協定(平成 25 年 5 月締結)を結ぶ神戸大学と神戸

市が、神戸未来医療構想など様々な協力関係を通じて、SDGs の達成に向けた

取組を連携して進めていくことが話し合われました。久元神戸市長からは、

「神戸大学では学長のリーダーシップのもと「文理融合」が進められており、

これから V.School で新たな挑戦が行われていくことで、様々な専門知、領域

が融合しながら持続可能なテクノロジーの進化を生み出していくことを期待

している。」との意見があり、武田学長からは「今の世界の様々な課題を解決

するには、分野を超えた融合や協力関係が必要である。神戸大学は総合大学

として幅広い分野の力を結集することで貢献していきたい。」との考えが示さ

れました。その他 SDGs の大きな柱である環境問題への対応、神戸と海との関

わり、新たなイノベーションのために果たすべき役割などについて意見交換

を行い、神戸を起点に世界へと羽ばたいていく人材育成をともに目指してい

く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/NEWS/info/2020_03_25_02.html） 
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【２】お知らせ 

 （１）新型コロナウィルスに対する本学の対応について 

     新型コロナウィルスの影響により卒業式及び入学式が中止となっております。 

     また、本学の新型コロナウィルスに関する情報を取りまとめて情報発信して

おります。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_03_03_03.html） 

 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_03_11_01.html） 

 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_29_01.html） 

 

 （２）Web 新歓祭について 

新型コロナウィルスの影響により中止となった新歓祭に代わり、「Web 新歓祭」

が開催されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2020_04_01_01.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）頭頚部がん発症に重要な細胞内シグナルを発見 

（世界最速のがん発症モデルマウスを作製） 

神戸大学大学院医学研究科の鈴木 聡教授・前濱 朝彦准教授らのグループは、

九州がんセンターの益田 宗幸博士らのグループと共同して、細胞内の YAP シ

グナル経路に変異のあるマウスが極めて短期間で頭頚部がんを発症すること

を見出し（世界最速のがん発症モデルマウス）、この経路が頭頚部がんの発症に

極めて重要であることを明らかにしました。 

この発見は頭頚部がんに対する新たな治療薬の開発につながる可能性があ

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/2020_03_19_01.html） 

 

 （２）小惑星リュウグウでの人工クレーター形成実験から分かったこと 

2019 年 4月 5 日、「はやぶさ２」は小型搭載型衝突装置（SCI）を用いて小惑

星リュウグウに人工クレーターを生成することに成功しました。「はやぶさ２」

から分離されたカメラ（DCAM3）は、衝突後から約 8分間にわたり衝突領域を撮

影することに成功し、エジェクタカーテンが発達する様子やリュウグウの地表

にエジェクタがたまっていく様子を捉えました。エジェクタカーテンは非対称

で不均質でしたが、これは表面上の特徴と関係していることも分かりました。

また、人工クレーターが生成した領域を観測した結果、人工クレーターは半円

形をしており、直径は約 14.5m でした。これは、地球上で形成される場合の約

7 倍の大きさになります。また、人工クレーターにはリム（クレーターを囲う

縁の高くなった部分）があり、その中央部にはピット（くぼみ）ができていま

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_03_03_03.html
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_03_11_01.html
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_01_29_01.html
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した。このように、小さな小惑星でのクレーター形成過程を初めて詳細に解明

することができました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2020_03_20_01.html） 

 

 （３）皮膚がんなどの発症なし 222nm 紫外線（UV-C）繰り返し照射の安全性を世界で

初めて実証 

― 医療分野や日常での殺菌・消毒の用途拡大に期待 － 

神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野（錦織 千佳子教授、国

定 充講師、山野 希大学院生ら）と、ウシオ電機株式会社（東京本社）の研

究グループは、高い殺菌力を持つ 222nm の紫外線（UV-C）を反復照射して

も、皮膚がんが発症しないことなどを世界で初めて実証し、ヒトの皮膚や眼

にも安全であることを報告しました。 

今後、医療や日常生活においてヒトへの直接照射による消毒・殺菌の用途

拡大など、幅広い応用が期待されます。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_03_30_01.html） 

 

 

 

 

  

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

