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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）神戸大学オンライン・ホームカミングデイ２０２０特設ページを開設 

（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）品田理事（同窓会担当）が凌霜会会誌に投稿 

 

【２】お知らせ 

 （１）神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)9 期生が武田廣学長を表敬 

訪問 

 （２）第１回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

 （３）ふるさと納税を活用した「KOBE 学生サポート 市内大学等応援助成」参画 

（４）「海神プロジェクト」新船建造記者発表会を開催 

 （５）神戸大学が丹波篠山市功労者表彰を受賞 

 

【３】研究ニュース 

 （１）AIを用いた感染症の菌種推定・抗菌薬選択支援に向けた共同研究開発を 

開始 

（２）人工光合成光触媒がつくりだす酸素を高速検出 

 - 従来比 1000 倍の高速化による反応メカニズム解明に期待 - 

（３）超音波が伝搬する様子の動画像観察と音源の３次元定位を同時に実現する 

技術の実証に世界で初めて成功 

 （４）降雨に伴って川に入るミミズが、ウナギの大きな餌資源になる！ 

 

【４】研究者紹介 

 （１）服部泰宏（HATTORI Yasuhiro） 

「採用学」のパイオニア 社会に役立つ研究を追求 

 

【５】受賞 

 （１）大﨑博之准教授が小島三郎記念技術賞を受賞 

 

 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

 

【２】お知らせ 

 （１）神戸オックスフォード日本学プログラム(KOJSP)9 期生が武田 廣学長を表敬訪問 

10 月 22 日（木）、神戸オックスフォード日本学プログラム留学生 6 名が武田 

廣学長を表敬訪問しました。コロナ禍のために来日が遅れているため、オンライ

ンでのヴァーチャル表敬訪問ということになりました。 

神戸オックスフォード日本学プログラムは、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 9期となります。今年の

学生には、イギリス籍の学生以外に、デンマーク、ブルガリアからオックスフォ

ードに留学している学生も含まれています。 

 

 

 

 （１）神戸大学オンライン・ホームカミングデイ２０２０特設ページを開設 

今年のホームカミングデイは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

らキャンパスでの開催を中止し、特設サイト（ホームページ）で動画配信等

のオンライン形式で実施いたしますので、お楽しみください。 

公開期間は 11月 1 日～11月 30 日の予定です。 

 

  学友会からは、会長及び副会長のご挨拶、各同窓会理事長・会長のご挨拶

並びに学友会海外支部からのメッセージとしてデトロイト支部から山田 守

支部長、浜岡 栄二様、瀬川 恵様からメッセージをいただいております。 

 

○特設サイトは、以下のサイトからご覧いただけます。 

（http://www.office.kobe-u.ac.jp/plan-hcd-online/） 

 

（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）品田理事（同窓会担当）が凌霜会会誌に投稿 

品田理事（同窓会担当）が凌霜会会誌「凌霜」10月号（４２７号）の母校

通信に投稿されました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/newsletter/pdf/163_2.pdf） 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/info/kikin/index.html
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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_10_27_02.html） 

 

 （２）第１回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

10 月 27 日（火）第１回神戸大学 SDGs フォーラム「神戸大学 SDGs×あいおい

ニッセイ同和損保～誰一人取り残さない未来のまちづくりを考える～」を開催し

ました。 

フォーラムはオンラインで行われ、喜多 隆 SDGs 推進室長の開会挨拶の後、プ

ログラムに沿って大学、企業、自治体の SDGs 達成に向けた事例紹介があり、参

加者との質疑応答も行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_06_02.html） 

 

 （３）ふるさと納税を活用した「KOBE 学生サポート 市内大学等応援助成」参画 

神戸市では、新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けた学生を支

援するため、全国初となるふるさと納税の仕組みを活用した「KOBE 学生サポー

ト市内大学等応援助成」制度が創設されました。神戸大学も本制度に参画して

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_11_10_02.html） 
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 （４）「海神プロジェクト」新船建造記者発表会を開催 

神戸大学では、10 月 28 日（水）に「海神プロジェクト」新船建造記者発表会

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_11_10_01.html） 

 

 （５）神戸大学が丹波篠山市功労者表彰を受賞 

長年にわたり官学連携による地域づくりに貢献した功績により、神戸大学が令 

和 2年度丹波篠山市功労者表彰（表彰部門：ふるさと功労）を受賞しました。 

文化の日である 11月 3日（火）、秋晴れのもと丹波篠山市民センターにおいて

表彰式が執り行われ、学長代理として、田中丸 治哉地域連携推進室長（農学研究

科教授）が出席しました。自治会長、民生委員、学校医など 31名の個人、神戸大

学を含む 3団体が表彰され、神戸大学は「多年にわたり農村課題への実践的な助

言ならびに地域づくりを担う人材育成に尽くした功績は顕著である」として、ふ

るさと功労による表彰を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_06_01.html） 
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【３】研究ニュース 

 （１）AIを用いた感染症の菌種推定・抗菌薬選択支援に向けた共同研究開発を開始 

神戸大学都市安全研究センターは、感染症治療における菌種推定と抗菌薬選択 

支援を可能とする人工知能（AI）の開発に向け、ネクスジェン株式会社（代表取

締役：中島正和）および国立国際医療研究センター（NCGM）との共同研究開発を

開始しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2020_10_29_01.html） 

 

（２）人工光合成光触媒がつくりだす酸素を高速検出 

    － 従来比 1000 倍の高速化による反応メカニズム解明に期待 ― 

現在私たちが利用するエネルギーの多くは石油などに由来しており、近い将来 

枯渇することが危惧されています。光触媒をもちいた人工光合成は、太陽光と水

から化学エネルギー（水素燃料）をつくり出す手段として注目され、さまざまな

研究が行われています。 

今回、神戸大学大学院理学研究科の大西 洋教授らは金沢大学・信州大学・東京

大学の研究者たちと協働して、人工光合成を行う光触媒が水を分解してつくる酸

素を従来比 1000 倍の速度で検出する計測評価法を開発しました。今後、本研究

で開発した方法を駆使して人工光合成の反応メカニズムを解明し、社会実装され

うる光触媒の開発に貢献す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_11_04_01.html） 

 

 （３）超音波が伝搬する様子の動画像観察と音源の３次元定位を同時に実現する技術

の実証に世界で初めて成功 

京都工芸繊維大学電気電子工学系 粟辻 安浩教授、大学院生高瀬 裕基（工芸

科学研究科博士前期課程電子システム工学専攻）、井上 智好（工芸科学研究科

博士後期課程電子システム工学専攻）、神戸大学先端融合研究環的場 修教授、

産業技術総合研究所計量標準総合センター夏 鵬主任研究員らの研究グループ

は、人間の耳に聞こえない、超音波が伝搬する様子を動画像観察するのと同時

に、音を発するスピーカの位置を 3次元的に特定することに世界で初めて成功

しました。3 次元画像技術であるディジタルホログラフィを応用した高速イメ

ージング技術を用いて、スピーカの位置を求め、そこから発される音の疎密波

が伝搬する様子を高速に動画像記録しました。 

 

○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_11_09_01.html） 

 

 （４）降雨に伴って川に入るミミズが、ウナギの大きな餌資源になる！ 

メリーランド大学の板倉 光海外学振特別研究員、水産・研究教育機構の三宅

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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陽一主任研究員、神戸大学大学院理学研究科の佐藤 拓哉准教授、東京大学大気

海洋研究所の北川 貴士准教授、木村 伸吾教授からなる研究グループは、胃内容

物分析と炭素・窒素安定同位体分析により、雨の日やその後に土壌中から地表へ

這い出て川へ入ってくるミミズが、大型河川の下流域に生息する捕食魚（ニホン

ウナギ）の重要な餌資源になっていることを初めて明らかにしました。ミミズは

川釣りで最も良く利用される餌の一つですが、河川生態系内での餌としての役割

については十分に理解されていませんでした。この降雨に駆動されるミミズのパ

ルス的な資源流入は、河川下流域における主要な系外資源流入の経路であると考

えられています。また、川岸がコンクリート護岸によって覆われると、河川への

ミミズの供給が阻まれ、陸域–河川生態系の重要な繋がりが断ち切られる可能性

も示されました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2020_11_10_01.html） 

 

【４】研究者紹介 

 （１）服部 泰宏（HATTORI Yasuhiro） 

「採用学」のパイオニア 社会に役立つ研究を追求 

        神戸大学大学院経営学研究科経営学専攻 服部 泰宏准教授 

  経営学は企業や組織のあり方、その中で活動する個人の行動や組織との関

係など、「現場」を対象とする学問です。 

服部 泰宏准教授は、「現場の役に立つ研究」を追求し、多くの企業が課題

を抱えている人材採用を分析・理論化する「採用学」のパイオニアとして、

注目されている。現場重視の姿勢は、コロナ禍で影響を受けている企業や個

人の実態研究にもいち早く結び付いた。社会が直面する課題に果敢に取り組

む服部准教授に、研究姿勢、研究手法を語ってもらいました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

researcher0013.html） 

 

【５】受賞 

 （１）大﨑博之准教授が小島三郎記念技術賞を受賞 

神戸大学大学院保健学研究科の大﨑 博之准教授が、「第 55回小島三郎記念技

術賞」を受賞しました。本賞は、臨床検査領域において優れた検査方法の考案

改良を行い、検査技術の普及発展に功績のあった者に贈呈される賞です。大﨑

准教授は、尿中に排泄されるポドサイト（糸球体上皮細胞）を検出する方法を

考案し、それによって糸球体腎炎などを早期発見できることを証明しました。

大﨑准教授の考案した検査法は、患者さんに痛みを与えないこと、世界中の一

般病院の日常検査として実施できることなどが評価され、今回の受賞に至りま

した。 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/people/
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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_11_04_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/

