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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）武田 廣 神戸大学長 退任記念講演会 

 （２）令和２年度学位記授与式及び令和３年度入学式の開催 

 

【２】お知らせ 

（１）「ビズリーチ・キャンパス SESSION」ネーミングライツ施設開設記念式典を

開催 

（２）神戸市水上消防署と協力連携に関する覚書を締結 

（３）神戸大学と日鉄ソリューションズがネーミングライツに関する協定を更新 

（４）学術研究や課外活動で優秀な成績 学生 8人と 1団体を表彰 

（５）灘区役所×神戸大学「灘★こども塾」を開催 

 

【３】 研究ニュース 

（１） 全天球カメラが海洋動物の水中での生活を明らかに！ 

海の中で休憩するザトウクジラ 

（２） 野生型の細胞が強い光でも生育できる遺伝子を発見 

― 光合成による有用物質生産を効率化する新技術 ― 

（３） 新しい計算創薬法を開発し、希少難病の「色素性乾皮症D群（R683W変

異）」の治療薬候補を発見 

   ―誘導適合現象利用での世界初の創薬― 

（４） 痛みを感じた時の脳内の神経回路変化をホログラフィック顕微鏡によって 

解明 

（５） 植物が持つ高い自己治癒力の仕組みを解明 

〜移動できない植物が獲得した巧みな生存戦略〜 

（６） 光合成を支える藻類のアンテナ色素の変遷：アンテナ遺伝子群の放棄と再

獲得 

 （７）酵母の遺伝子スイッチを人工的に作りだす新たな手法を開発 

 （８）クルクルまわる海洋動物 

―複数の海洋大型動物に共通してみられる旋回行動を発見― 

 

【４】 受賞 

（１） 増本 康平准教授が第38回村尾育英会学術賞、林 創准教授が同学術奨励賞

神戸大学学友会ニュースレター 
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を受賞 

（２） 国際協力団体PEPUPの学生が「第36回国際問題プレゼンテーション・コンテ

スト」で優秀賞を受賞 

 

 

【１】トピックス 

 

【２】お知らせ 

 （１）「ビズリーチ・キャンパス SESSION」ネーミングライツ施設開設記念式典を 

開催 

（１） 武田 廣 神戸大学長 退任記念講演会 

2021年 3月末で神戸大学長を退任する武田 廣学長の記念講演会が3月18日

（木）、出光佐三記念六甲台講堂で行われました。新型コロナウイルス感染症対

策として、リモートを中心に約 70人の教職員らに、神戸大学での 32年間を振

り返りながら、「大学の置かれている状況は今後さらに厳しくなるが、医学研

究・診療を通じたコロナ対策をはじめ、分野の多様性、組織のゆとりを大切に

し、グローバルな課題解決に貢献してほしい」と期待を述べました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_03_25_01.html） 

 

（２）令和２年度学位記授与式及び令和３年度入学式の開催 

令和 2年度学位記授与式を 3月 24 日（水）及び 3月 25 日（木）に実施し

ました。また、令和 3年度入学式については、4月 6日（火）に実施します。 

なお、令和 2年度入学者を対象とした入学式を、令和 3年 4月 6日（火）

の午後に実施いたします。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2020_11_13_02.html） 
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「ビズリーチ・キャンパス SESSION」のネーミングライツ施設開設を記念

した式典を 3月 10 日(水)に開催しました。 

ネーミングライツ制度は平成 30年 2月、本学の財政基盤強化のため導入し

たものです。鶴甲第一キャンパス・ラーニングコモンズ内にある「学生ボラ

ンティア支援室ミーティングルーム」を対象としたネーミングライツ公募手

続きを経て、12 月 15 日に株式会社ビズリーチと協定を締結し、同施設は令

和 3年 1月以降「ビズリーチ・キャンパス SESSION」と呼称することになり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_03_17_01.html） 

 

（２）神戸市水上消防署と協力連携に関する覚書を締結 

3 月 16 日（火）、海洋教育研究基盤センターは「国立大学法人神戸大学と神戸

市との連携に関する協定書」に基づき、神戸市水上消防署と協力連携に関する覚

書を締結しました。 

これまで神戸大学海洋教育研究基盤センターは、消防署員の船舶に関する知識 

の習得や船舶災害への対応力、また消防艇操船技術の向上等のため、神戸市水上

消防署と協力を行ってきました。今回の覚書の締結によって、神戸大学における

防災・減災に関する調査研究活動等が神戸市水上消防署の協力のもと一層充実す

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/NEWS/info/2021_03_18_02.html） 
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（３）神戸大学と日鉄ソリューションズがネーミングライツに関する協定を更新 

神戸大学と日鉄ソリューションズ株式会社(以下 NSSOL)は、「NSSOL Lab」(六

甲台第 2キャンパス工学研究科 D２棟 203)のネーミングライツに関する協定の

更新に合意しました。新たな協定期間は、2021 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月末

までの 3年間です。 

神戸大学と NSSOL は、工学部の学生やシステム情報学研究科の大学院生が 

授業や自由演習で利用する情報知能演習室（工学研究科 D２棟 203）のネーミン

グライツ協定（以下：協定）を 2018 年 9 月に締結し、同年 10 月から 2 年半、

同室の名称を「NSSOL Lab」としてきました。 

今回の協定更新は、これからの IT 社会を担う学生に対する教育活動を通じ

て、日本の将来を支える人材の育成を支援してきた NSSOL と、先端研究を推進

し、地球的諸課題を解決するために先導的役割を担う人材を輩出しようとする

神戸大学が、今後も産学連携の取り組みを継続・強化することで、一致したこ

とによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_03_18_03.html） 

 

（４）学術研究や課外活動で優秀な成績 学生 8人と 1団体を表彰 

神戸大学は 3月 17 日（水）、令和 2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 8人と 1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す。  

今年度の学生表彰は、兵庫県学生柔道体重別選手権大会男子 66 ㎏級優勝、第

54回少林寺拳法全日本学生大会男子茶帯の部において優秀賞、令和 2年度近畿

学生野球秋季リーグ戦 I 部 2 塁手ベストナイン賞、第 40 回大会大阪国際女子

マラソンネクストヒロイン招待選手など、多彩な顔ぶれが揃いました。 

また、剣道部師範として長年部員の育成指導にあたられ本学課外活動の学外 

功労者である鈴木康㓛さんに対し、学長から感謝状の贈呈が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞した柔道部・礒見さん （写真左から）剣道部前顧問 藤田さん、剣道部師範 

鈴木さん、剣道部顧問 藤さん 
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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/2021_03_26_01.html） 

 

 （５）灘区役所×神戸大学「灘★こども塾」を開催 

神戸大学と神戸市灘区との連携事業「灘★こども塾」を、3月 26 日（金）に

滝川記念学術会館で開催しました。 

この催しは、本学と包括連携協定を締結する灘区との連携事業として、同区 

内を中心とした小学 5・6年生の児童を対象に、普段なかなか入ることのない大

学のキャンパスにて、灘区のまちについて楽しく学ぶ機会として企画されまし

た。第 1弾となる今回は、巽 好幸特別顧問・海共生アライアンス長が講師をつ

とめました。 

当日は徹底したコロナウイルス感染症対策のもと、15名の児童と保護者らが 

参加。「なぜ六甲山が高くなったのか？」「有馬温泉のヒミツ」など、大人にも

興味深い内容で、参加した児童らは熱心に耳を傾けていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_03_29_01.html） 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）全天球カメラが海洋動物の水中での生活を明らかに！ 

海の中で休憩するザトウクジラ 

神戸大学大学院海事科学研究科の岩田 高志助教、ノルウェー海洋研究所の

マーティン・ビュー研究員、東京大学大気海洋研究所の青木 かがり助教、佐藤

克文教授、セントアンドリュース大学のパトリック・ミラー教授らの研究グル

ープは、全天球カメラを動物に装着し、水中におけるザトウクジラの休息行動

を明らかにしました。観察することが難しい動物の生態を詳細に明らかにする

ために、全天球カメラなどの広角レンズカメラが有用なツールとなることが示

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/ 

2021_03_15_01.html） 

 

 （２）野生型の細胞が強い光でも生育できる遺伝子を発見 

― 光合成による有用物質生産を効率化する新技術 ― 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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大阪大学大学院情報科学研究科の清水 浩教授・戸谷 吉博准教授と神戸大学

大学院理学研究科の秋本 誠志准教授の研究グループは、微細藻類シアノバク

テリアの超強光ストレス耐性株を指向性進化実験によって獲得し、この細胞が

強光ストレス環境下で生育するための鍵因子を世界で初めて明らかにしまし

た。 

シアノバクテリアは、光合成によって光を利用してエネルギーを作り出し、

大気中の二酸化炭素から燃料やポリマー素材など様々な有用物質を作り出す

ことができる魅力的な微生物です。しかし、真夏の太陽光のような強すぎる光

は細胞にダメージを与え、細胞が生育できなくなるという課題がありました。 

本研究では、指向性進化の手法を利用することで、徐々に光を強くしながら 

長期間に渡って細胞を植え継ぐことで、超強光ストレス下でも生育可能な進化

株を取得しました。この進化株は、超強光下でも生育できるだけでなく、弱光

環境でも野生株と変わらない生育を示しており、従来とは異なる仕組みによる

強光耐性能力を獲得したと考えられました。そこで、この進化株についてゲノ

ム変異解析や転写解析、光化学系の解析を行うことで、超強光条件下で生育で

きる理由を明らかにし、強光ストレス下で生育するための鍵となる因子（２つ

の遺伝子の変異）を世界で初めて明らかにしました。これにより、シアノバク

テリアの有用物質生産菌に同定した遺伝子変異を導入することで、超強光下に

おける有用物質生産の高効率化への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/news/ 

2021_03_17_01.html） 

 

 （３）新しい計算創薬法を開発し、希少難病の「色素性乾皮症 D 群（R683W 変異）」の

治療薬候補を発見 

    ― 誘導適合現象利用での世界初の創薬 ― 

神戸大学医学部附属病院医療情報部の高岡 裕准教授、大田 美香学術研究員、

菅野 亜紀医学研究員（名古屋大学医学部 助教を兼務）ら、大学院医学研究科

の錦織 千佳子教授、中野 英司助教、熊本大学発生医学研究所の立石 智講師、

神戸常盤大学医療検査学科の鈴木 高史教授の研究グループは、既存薬を用い

た安全で安価な創薬法であるドラッグリパーポージング法と計算創薬を融合

させた新しい創薬法を開発し、これまで治療法がなく多くの患者が運動機能障

害と皮膚の悪性腫瘍へと至る難治性の皮膚疾患を呈する色素性乾皮症D群のう

ち、特に重篤な R683W 変異型に対し有効な薬剤を発見し、さらに細胞実験でこ

の薬剤が著効することを明らかにしました。この研究は、神戸大学と神戸常盤

大学の大学間共同研究プロジェクトとして遂行されたものです。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_03_17_02.html） 

 

 （４）痛みを感じた時の脳内の神経回路変化をホログラフィック顕微鏡によって解明 

神戸大学大学院医学研究科麻酔科学分野の岡田 卓也特定助教、溝渕 知司教

授、東海国立大学機構名古屋大学大学院医学研究科分子細胞学分野の和氣 弘

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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明教授（神戸大学先端融合研究環兼務）・加藤 大輔助教らのグループは、2 光

子顕微鏡を用いた生体カルシウムイメージング法およびホログラフィック光

刺激により、痛み強度や部位の認知に重要な役割を担う大脳皮質第一次体性感

覚野において、痛みが形成される際に各神経細胞間の機能的結合が強化される

ことを世界で初めて解明しました。本研究は、神戸大学先端融合研究環の的場

修教授、神戸大学大学院システム情報学研究科の滝口 哲也教授との共同研究

およびニューサウスウェールズ大学の Andrew J Moorhouse 博士との国際共同

研究として行われました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_03_19_01.html） 

 

 （５）植物が持つ高い自己治癒力の仕組みを解明 

〜 移動できない植物が獲得した巧みな生存戦略 〜 

帝京大学理工学部バイオサイエンス学科の朝比奈 雅志准教授、同博士研究

員松岡 啓太(研究当時)、佐藤 良介、神戸大学大学院理学研究科の近藤 侑貴准

教授、筑波大学生命環境系の佐藤 忍教授らの研究グループは、植物が持つ高い

自己治癒力の仕組みの一端を解明しました。 

茎を傷つけると、切断部の周辺の細胞が分裂を開始し、傷害を受けた組織が

再生・癒合することで機能が回復します。この性質は、果菜類や果樹などで接

ぎ木として利用されています。 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_03_22_01.html） 

 

（６）光合成を支える藻類のアンテナ色素の変遷：アンテナ遺伝子群の放棄と再獲得 

藻類は水の中のいろいろな光環境のもとで光合成を行えるように、色や形の 

異なる様々なアンテナ色素タンパク質を持っています。今回、モンタナ大学と

神戸大学等の研究グループは、海に生息する変わった藍藻アカリオクロリス 

の解析から、不要になったアンテナ色素を一旦放棄し、後になって再び獲得し

ていたと考えられる光合成の進化に関する興味深い知見を示しました。この研

究は、淡路島を含む日本の沿岸やアメリカ西海岸等の紅藻やホヤの仲間から分

離した多数の培養株を用いたゲノム解析によって進めることが出来ました。再

獲得したアンテナ遺伝子群が光合成反応に寄与できるようになる仕組みなど

は不明ですが、新たなアンテナ色素を光合成に組み込むことで利用できる光の

波長（色）を変えられること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/ 

2021_03_23_01.html） 

 

 

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/news/
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 （７）酵母の遺伝子スイッチを人工的に作りだす新たな手法を開発 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科/先端バイオ工学研究セン 

ターの冨永 将大研究員、石井 純准教授、近藤 昭彦教授、千葉大学大学院工学

研究院の梅野 太輔教授らの研究グループは、モデル真核生物の出芽酵母にお

いて遺伝子スイッチ（遺伝子発現を制御するシステム）を人工的かつ迅速・簡

便に作りだす新たな手法を開発することに成功しました。今後、開発した遺伝

子スイッチを用いて、有用物質を大量生産する高度にデザインされた人工制御

型酵母細胞の開発などが期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_03_24_01.html） 

 

 （８）クルクルまわる海洋動物 

― 複数の海洋大型動物に共通してみられる旋回行動を発見 ― 

東京大学大気海洋研究所の楢崎 友子特別研究員、佐藤 克文教授、青木 かが

り助教、神戸大学大学院海事科学研究科の岩田 高志助教らの研究グループは、

さまざまな種類の海洋大型動物が水面や水中で旋回行動をしている（クルクル

回る）ことを発見しました。今後、旋回行動の機能を採餌、社会行動、ナビゲ

ーションなどの側面から探っていくことで、未だ多くの謎に包まれた海洋動物

の行動や生態に新たな知見をもたらす可能性が期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_03_26_01.html） 

 

【４】受賞 

（１） 増本 康平准教授が第38回村尾育英会学術賞、林 創准教授が同学術奨励賞を 

受賞 

神戸大学人間発達環境学研究科の増本 康平准教授が第 38回村尾育英会学術

賞、林 創准教授が同学術奨励賞をそれぞれ受賞し、3月 6日（土）に授賞式が

行われました。この賞は、「神戸ないし兵庫にゆかりのある研究」または「兵庫

県内の研究機関に所属する研究者の研究」を対象に、毎年選考を経て表彰され

るものです。 

 

受賞者 ： 人間発達環境学研究科 増本 康平 准教授 

人間発達環境学研究科 林   創   准教授 

受賞日 ： 2021 年 3月 6日 

受賞名 ： 増本准教授  第 38 回村尾育英会学術賞 

林准教授   第 38 回村尾育英会学術奨励賞 

業績名 ： 増本准教授 「老いへの適応に関する認知心理学的研究」 

林准教授  「子どもの社会性に関する発達心理学的研究」 

 

 

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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○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_03_16_01.html） 

 

 （２）国際協力団体 PEPUP の学生が「第 36回国際問題プレゼンテーション・コンテス

ト」で優秀賞を受賞 

3 月 6 日（土）、外務省主催「第 36 回国際問題プレゼンテーション・コンテ

スト 」の本選が行われ、国際人間科学部 4 年生小畑 芙優子さんと経営学部 4

年生の東田 理沙さんが優秀賞を受賞しました。 

2人は国際協力活動を行う NGO「PEPUP（ぺパップ）」に所属し、国際協力を軸 

にしながら、フェアトレードを中心に活動しています。 

このコンテストは、日本の将来を担う全国の大学生が、日本の外交政策や国

際情勢等に対する関心や理解を深め、同世代の仲間との切磋琢磨や交流などを

通じて、国際社会で活躍できる能力を高める機会とすることを目的として、外

務省が毎年実施しています。今年度は、「私の提言 今だからこそ、日本が世界

のためにできること」のテーマの下、オンラインで開催されました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_03_24_01.html） 

 

 

 

  

左：増本康平准教授 右：林 創准教授 

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)」を昨年 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/

