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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）神戸大学長定例記者会見 

（２）「新型コロナウイルス感染症対策緊急募金」について 

新型コロナウイルス感染症対策緊急募金へのお礼と引き続きのお願い 

 （３）クラウドファンディングを実施 

 （４）シンダイシンポ２０２０ 
（５）海事科学研究科のゴメス教授が火山地形学の分野で世界 7位に 

（６）神戸大学―大阪工業大学連携 

大学発ベンチャー起業支援に関するメディア向け説明会を開催 

 

【２】お知らせ 

 （１）令和元年度兼松フェローシップ表彰式・入賞論文発表会を開催 

 （２）2020 年版「神戸大学環境報告書」を公表 

 （３）神戸大学×白鶴酒造・純米酒「神のまにまに」の 2020 年度販売を開始 

 （４）Social Distance を保つための公開コンペ 「はなれてつなぐ」を開催 

 

【３】研究ニュース 

（１）社会行動に関わる脳細胞「ソーシャルセル」を同定 

（２）神戸市「大学発アーバンイノベーション神戸 

～新型コロナウイルス感染症の感染拡大が生み出す課題と With コロナ 

社会への対応～」に本学から 10件が採択 

（３）オンライン保育時代の「ICT とドキュメンテーションを活用した家庭との 

連携ツール」開発の共同研究を開始 

（４）With コロナ社会のイベント開催に向けて楽天モバイルと共同研究を開始 

― 5G を活用した会場の混雑緩和と臨場感あるリアルタイム観戦 ― 

 （５）「ウイルス等感染症対策技術開発事業」が AMED に採択 

（６）対人関係と経済は同じ脳部位で価値判断 

 （７）同じ型の陶器から無名の職人は区別できるか 

 

 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【４】受賞 

 （１）竹内 憲司教授が環境経済・政策学会 2020 年度学術賞を受賞 

 

（２）濱田 真由助教、横川 博一教授が 2020 年度大学英語教育学会賞 

（論文部門）を受賞 

 

 

【１】トピックス 

 （１）神戸大学長定例記者会見 

9月 25 日に第 45回神戸大学長定例記者会見が行われました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/press/press_20200925.html） 

 

（２）「新型コロナウイルス感染症対策緊急募金」について 

新型コロナウイルス感染症対策緊急募金へのお礼と引き続きのお願い 

 

     引き続き皆様からのあたたかいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し

上げます。 

      

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/kikin/index.html） 

 

 （３）クラウドファンディングを実施 

神戸大学は、日本初・国内最大級のクラウドファンディングサービス

「READYFOR」を活用し、クラウドファンディングプロジェクトを実施します。 

今回 READYFOR でのクラウドファンディングプロジェクトとして、神戸大

学医学部附属病院国際がん医療・研究センター副センター長・谷野 裕一特

命教授が実施する「トリプルネガティブ乳がん：再発を防ぐ治療薬、確立

のための臨床試験を」を公開し、2,000 万円を目標に皆様からのご寄附を募

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_10_12_01.html） 

 

 （４）シンダイシンポ２０２０ 

第二回 統合報告書発行報告会 

～ 神戸大（シンダイ）と価値創造 コロナ禍での挑戦 ～   

https://www.kobe-u.ac.jp/info/kikin/index.html
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神戸大（シンダイ） は、2019 年から、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作成しています。報告書の発行に合わせて、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、コロナ禍における「神戸大の『価値創造

ストーリー』」「大学に求められているもの」につい

て、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「神戸大と創る未来」

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/2020_11_21_01.html） 

 

（５）海事科学研究科のゴメス教授が火山地形学の分野で世界 7位に 

8月 4日に地球科学の国際誌『Geosciences』で発表された論文『火山地形

学：全世界での研究のレビュー』で、神戸大学大学院海事科学研究科のゴメ

ス クリストファー アンドレー教授が世界 7位に選ばれました。 

この論文は「Scopus」という世界最大級の学術雑誌記事・引用などのデー

タベースを用いて、2019 年までの過去 30 年間に発表された研究成果を計量

書誌学的な手法などにより分析し、注目される研究を調べたもので、ゴメス

教授は本分野への貢献度が高い著者として掲載されています。また、本研究

分野において発表された論文数のランキングでは、日本は世界で第９位に入

っています。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_09_17_01.html） 

 

（６）神戸大学―大阪工業大学連携 

大学発ベンチャー起業支援に関するメディア向け説明会を開催 

神戸大学および大阪工業大学は、科学技術振興機構（JST）の研究成果展

開事業大学発新産業創出プログラム＜社会還元加速プログラム（SCORE）大

学推進型＞に採択されたことから、9月 24 日にメディア向け説明会を大阪

工業大学と共同で開催しました。 

本採択事業は、5 年間の事業終了後も自立して継続的な GAP ファンドや

シード投資ファンドを確保・発展させ、大学発ベンチャー起業を通じて、

大学の研究シーズの社会実装を促進することを目的としています。神戸大

学産官学連携本部安田 崇と大阪工業大学研究支援・社会連携センター北垣 

和彦から、両大学に所属する研究者の技術シーズを基に起業活動支援を行

うための公募を行っていること、及び、ベンチャー育成や GAP ファンド運

用を（株）神戸大学イノベーションが担うことなど、事業の概要を説明し

ました。 
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【２】お知らせ 

 （１）令和元年度兼松フェローシップ表彰式・入賞論文発表会を開催 

神戸大学経済経営研究所は兼松貿易研究基金とともに、9月 11 日に、令和元

年度の兼松フェローシップ（兼松賞）表彰式・入賞論文発表会を開催しました。 

令和元年度の兼松賞は経済学部門と経営学部門を部門別に審査を行うこと

とし、経済学部門 5 編・経営学部門 6 編の合計 11 編の応募があり、厳正な審

査の結果、経済学部門 2編・経営学部門 1編の計 3編が入賞しました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_09_15_01.html） 

 

 （２）2020 年版「神戸大学環境報告書」を公表 

2020 年版の神戸大学環境報告書を公表しました。この環境報告書は、2019 年

4 月から 2020 年 3 月の神戸大学の環境に関する活動の成果を取りまとめたも

ので、本学の構成員である学生と教職員を対象とし、学内および学外の環境コ

ミュニケーションを促進することを目的とし、本学で行った教育、研究および

トピックスを紹介するとともに、環境パフォーマンスとして、環境マネジメン

トを推進するための取り組み等を掲載しています。 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_09_25_01.html） 

 

 （３）神戸大学×白鶴酒造・純米酒「神のまにまに」の 2020 年度販売を開始 

神戸大学と白鶴酒造株式会社は共同で開発した、純米酒「神のまにまに」 

を一新して、10月 1日（木）より数量限定で発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_09_29_02.html） 
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神戸「灘」は日本一の「酒どころ」です。神戸大学と白鶴は立地

が近く、多くの卒業生や修了生が白鶴に勤め、以前から広く交流が

行われています。純米酒「神のまにまに」は５年前から開発を始め、

神戸大学の学生もネーミングやラベルデザインに協力しました。

2017 年 10 月に数量限定発売し、大変ご好評いただきました。以

降、毎年数量限定で発売しています。 

 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_09_29_01.html） 

 

 （４）Social Distance を保つための公開コンペ 「はなれてつなぐ」を開催 

神戸大学工学部グラフィクスリテラシー教育研究センターでは、大学キャン

パスという地域の憩いの場でありながら実験的な取り組みを実践可能な空間

を題材に、ポストコロナ時代を見据えた「はなれてつなぐ」アイディアを募集

し、かつすぐれた案の実現をサポートするとともに、その案の実効性を評価す

ることを目的に、公開コンペ 「はなれてつなぐ」を開催しました。 本コンペ

ティションへは 13 点の応募があり、厳正な審査の結果、受賞者が決定しまし

た。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_10_02_01.html） 

 

【３】研究ニュース 

 （１）社会行動に関わる脳細胞「ソーシャルセル」を同定 

神戸大学大学院医学研究科の内匠 透教授（理化学研究所生命機能科学研究

センター客員主管研究員）らは、微小内視鏡を用いた Caイメージング法により

脳内島皮質に社会行動に関わる細胞「ソーシャルセル」を同定しました。今後、

社会行動の意思決定の神経ネットワークが明らかに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/ 

2020_09_23_01.html） 

 

（２）神戸市「大学発アーバンイノベーション神戸～新型コロナウイルス感染症の感染

拡大が生み出す課題と With コロナ社会への対応～」に本学から 10件が採択 

神戸市が新型コロナウイルス感染症対策などの地域・行政課題の解決につなが

る研究を助成する「大学発アーバンイノベーション神戸」に、本学から 10 件の

研究テーマが採択されました。神戸エリア（神戸市と阪神間、淡路島）にある大

学の研究者が対象で、23件の応募があり 14件が助成対象になりました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_09_29_02.html） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
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 （３）オンライン保育時代の「ICT とドキュメンテーションを活用した家庭との 

連携ツール」開発の共同研究を開始 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科北野 幸子准教授らの研究グループ、

および神戸大学附属幼稚園は、株式会社スマートエデュケーション（本社：東

京都品川区、代表取締役：池谷大吾）と共同で、「ICT とドキュメンテーション

を活用した家庭との連携ツール」の開発を目的とした研究を開始しました。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴いオンライン保育が注目される中、動画や、 

写真等を含む「ドキュメンテーション」等を家庭と共有し、遊びの中の育ちや

学びを可視化し、子どもの個性の伸長を図る個別最適化教育の浸透を目指しま

す。また、乳幼児期にこそ育みたい社会情動的スキルの育ちへの理解を広げ、

子どもたちの協働的な学びの深まりを目指します。 

 

○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_09_30_01.html） 

 

 （４）With コロナ社会のイベント開催に向けて楽天モバイルと共同研究を開始 

― 5G を活用した会場の混雑緩和と臨場感あるリアルタイム観戦 ― 

神戸大学大学院工学研究科の寺田 努教授、大学院法学研究科の砂原 庸介教

授、重村 壮平助手ら研究グループと楽天モバイル株式会社は、5G ネットワー

クと人の動作を検出するセンシング技術を活用し、イベント会場の自然な混雑

緩和や、遠隔地と会場をリアルタイムで繋ぐコミュニケーション手法に関する

研究開発・実証研究を開始します。 

実証研究にあたっては、楽天グループのプロサッカーチーム「ヴィッセル神

戸」のホームスタジアムである「ノエビアスタジアム神戸」を活用し、With コ

ロナ時代に求められる最適なイベント開催手法の開発を目指します。 

 

○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_09_30_02.html） 

 

 （５）「ウイルス等感染症対策技術開発事業」が AMED に採択 

神戸大学大学院工学研究科の竹内 俊文教授を研究開発代表とするグループ

による「高特異度・高感度インタクト SARS-CoV-2 センサの開発のための基礎研

究」が、国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED) の「ウイルス等感染

症対策技術開発事業（基礎研究支援）」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/ 

2020_10_02_01.html） 

 

 （６）対人関係と経済は同じ脳部位で価値判断 

友人が誕生日におめでとうと言ってくれたり、困ったときに相談にのってく 

れたりすることは対人関係へコミットしていることを示すコミットメント・シ

グナルであり、このようなことをしてくれた相手との関係はより大事だと考え

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
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るようになることが知られています。 

神戸大学大学院人文学研究科の大坪 庸介教授、名古屋大学大学院情報学研

究科の大平 英樹教授、愛知医科大学の松永 昌宏講師（および衛生学講座の研

究グループ）、高知工科大学の日道 俊之講師の研究グループは、このような友

人からのコミットメント・シグナルに応じて、友人との関係の価値が、経済的

価値全般を計算するのと同じ部位である眼窩前頭皮質で判断されていること

を明らかにしました。 

 

○詳細は，こちらをご覧ください。 

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

2020_10_07_01.html） 

 

 （７）同じ型の陶器から無名の職人は区別できるか 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の野中 哲士教授、ユニバーシティ・カ

レッジ・ロンドンの Enora Gandon 博士（考古学）、ディーキン大学の John A. 

Endler 名誉教授（生態学）らの学際的な研究チームは、世代をまたいで制作方

法が共有される伝統的な定型陶器について、制作した職人を識別可能とする定

量的な差があること、また、制作途中の形状および職人の動作にはっきりとし

た独自性があることを発見しました。 

 

○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_10_09_01.html） 

 

【４】受賞 

 （１）竹内 憲司教授が環境経済・政策学会 2020 年度学術賞を受賞 

神戸大学大学院経済学研究科の竹内 憲司教授が、「環境経済・政策学会 

2020 年度学術賞」を受賞しました。 

この賞は、過去 10 年間の研究業績を対象として、環境経済・政策分野の優

れた研究業績を挙げた者に与えられる賞です。 

竹内教授は環境経済学におけるミクロ実証分析の分野での貢献が高く評価

され、この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/research_at_kobe/NEWS/award/ 

2020_09_29_01.html） 

 

 （２）濱田 真由助教、横川 博一教授が 2020 年度大学英語教育学会賞（論文部門） 

を受賞 

神戸大学大学教育推進機構の濱田 真由助教、横川 博一教授が 2020 年度大

学英語教育学会賞（論文部門）を受賞しました。 

本研究は、日本人英語学習者を対象にプライム文音声提示による絵描写課

題を用いて統語的プライミング実験を行い、熟達度（上位・中位）、産出モ

ダリティ（音声・文字）などの影響を調査したものです。 

 

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

2020_10_02_02.html） 

 

 

  

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
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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)」を 10 月 1 日からリニューアルし 

公開しております。 

 

従来からの、「OB・OG 訪問」の機能に加え、「卒業生からのメッセージ」や「在学生

の今」の掲載を予定しております。また、卒業生等が開催するイベントへの参加申し

込み機能も追加しました。 

 

  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。 

 

 是非ご登録ください。 

 

 

★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/

