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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）神戸大学大阪クラブ（学友会大阪支部、凌霜会大阪支部）リニューアルの 

お知らせ 

 （２）神戸大学 新型コロナウイルスワクチンの職域接種について 

 ～神戸松蔭女子学院大学も参加～ 

 （３）産学官 18 者連携の新型コロナワクチン大規模接種会場「ノエビアスタジア

ム神戸」における新たな取り組みについて 

 

【２】お知らせ 

（１）スーパーマーケットにおける買い物かご・カートのウイルス不活化効果を 

確認 

 （２）第 13回神戸大学留学生西日本同窓会 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）植物が幹細胞を永続的に維持できる新しいしくみ 

 〜転写因子ファミリー内の競合関係〜 

 （２）AMED「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」に採択 

 （３）幼少期の運動経験が後年の認知機能を維持・増進させる脳内ネットワークと

皮質構造の変化を解明 

 

【４】受賞 

 （１）大学院博士前期課程２年の宮崎竜成さんが電気関係学会関西連合大会奨励 

    賞を受賞 

 （２）理学研究科の学生が「超異分野学会 大阪大会 2021」で最優秀ポスター賞を 

受賞 

 （３）大田美佐子准教授、木本麻希子研究員らの共著論文が Irving Lowens  

Award for Best Article 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 

（１）神戸大学大阪クラブ（学友会大阪支部、凌霜会大阪支部）リニューアルの 

お知らせ 

神戸大学大阪クラブは、凌霜会の大阪支部として 1934 年に創出された大阪

凌霜倶楽部が、1976 年大阪駅前第一ビル 11階の現在地に購入した施設です。 

現在クラブには、神戸大学学友会の大阪支部、凌霜会の大阪支部が置かれ、

それぞれ本部と連携をとりながら会員のサービスを図っています。 

2021 年クラブ名称を「神戸大学大阪クラブ」と改め、また、皆様が利用しや  

すいよう、照明の LED 化、天井塗装、床カーペットの美装を行いました。また、

各種イベントにご利用いただけるよう、ホール（60名収容）及び会議室（20名

以下）を整備し、大型液晶テレビ、Web カメラ、PC増設を行いました。 

神戸大学全学同窓会の交流の場として、趣味・サークルの活動の場として、

幅広い用途にご利用いただきますようご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（http://www.group.kobe-u.ac.jp/gakuyukai/news/2021/20210610.html） 

 

（２）神戸大学 新型コロナウイルスワクチンの職域接種について 

 ～神戸松蔭女子学院大学も参加～  

神戸大学は、新型コロナウイルスワクチン接種に関する地域の負担を軽減

し、接種の加速化を図る政府方針にのっとり、学生・教職員に対する職域接

種を行う方針を決定しました。 

また、本学の近隣大学である神戸松蔭女子学院大学の学生・教職員につい

ても受け入れて実施する予定です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_06_10_01.html） 

 

（３）産学官 18 者連携の新型コロナワクチン大規模接種会場「ノエビアスタジアム

神戸」における新たな取り組みについて 

― キッズスペース、ピッチサイドウォーク、ヴィッセル神戸グッズ提供な

ど 18者連携により、大規模かつ安心で楽しいワクチン接種会場へ ― 

神戸大学及び医学部附属病院は、5 月より産学官 8 者連携による、ノエビ
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【２】お知らせ 

 （１）スーパーマーケットにおける買い物かご・カートのウイルス不活化効果を 

確認 

神戸大学とイオンリテール株式会社は６月３日(木)、イオン神戸北店（神戸市 

北区上津台）にて『ウイルスフリーユニット実証実験報告会』を共同で開催しま

した。 

産官学連携本部、工学研究科、医学研究科が考案した『ウイルスフリーユニッ  

ト』による買い物かご・カートに付着した菌を採取し不活化効果の検証を実施し、

『ほぼ１００％の効果』が確認できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_06_04_01.html） 

アスタジアム神戸（以下「ノエスタ」）における「新型コロナワクチンの大規

模接種会場」の運営に参画しています。 

このたび新たに、頭初の 8者連携から、産学官 18者連携となり、神戸市の 

新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場となっているノエスタにおい

て、接種規模および接種対象者の拡大を見据え、新たな取り組みを行うこと

を決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_06_11_02.html） 

 

ノエスタでの接種を楽しんでいただくための新たな取り組み。 

(左)ピッチサイドに座席設置されるくつろぎエリア (中)フォトスポット 

(右)ヴィッセル神戸オリジナルクリアファイル 

イオン神戸北店での実証実験の様子 
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（２）第 13回神戸大学留学生西日本同窓会 

7月 1日（木）午後 6時 30 分より「神戸大学留学生西日本同窓会」を開催しま

す。 

神戸大学国内同窓会は、2006 年に神戸で発足しました。 

留学生の日本での就職も年々増えており、卒業生が日本全国で活躍しています。 

関西近郊にお住まいの方だけではなく、関西以外に在住の方も是非ご参加下さ

い！ 

またお知り合いの神戸大学留学生 OB/OG にも周知を

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2021_07_01_01.html） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）植物が幹細胞を永続的に維持できる新しいしくみ 

   〜転写因子ファミリー内の競合関係〜 

神戸大学大学院理学研究科の古谷 朋之学術研究員、近藤 侑貴准教授らと、

九州大学大学院理学研究院の佐竹 暁子教授、東京大学大学院農学生命科学研

究科の田之倉 優特任教授、宮川 拓也特任准教授らと同附属生態調和農学機構

の矢守 航准教授らの共同研究グループは、葉の細胞から維管束細胞を作り出

す培養系“VISUAL”を基盤とした情報生物学的解析から維管束の発生過程に特

徴的な遺伝子発現ネットワークの構築に成功し、その中から維管束幹細胞の制

御に関わる因子として BES/BZR 転写因子・BEH3 を新たに見出しました。さら

に BEH3 が同じ BES/BZR 転写因子ファミリーの他のメンバーと競合的にはたら

くことで幹細胞の増殖と分化の制御を安定化させるという新たな幹細胞維持

のしくみを明らかにしました。 

今後さらに幹細胞制御因子を見つけていくことで、植物の幹細胞が長きにわ 

たって維持される分子基盤の理解につなが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/ 

2021_06_01_01.html） 

 

（２）AMED「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業」に採択 

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科の近藤 昭彦教授を研究開発

代表者とするグループによる『高機能な次世代抗体を‘迅速に’創出・生産す

る「ロボティクス×デジタル」を基盤とした革新技術開発』が、国立研究開発

法人日本医療研究開発機構 (AMED) の令和 3年度 「次世代治療・診断実現の

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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ための創薬基盤技術開発事業 (国際競争力のある次世代抗体医薬品製造技術

開発)」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/ 

2021_06_01_02.html） 

 

 （３）幼少期の運動経験が後年の認知機能を維持・増進させる脳内ネットワークと皮質

構造の変化を解明 

玉川大学脳科学研究所の松田 哲也教授、神戸大学大学院人間発達環境学研

究科の石原 暢助教らは、幼少期における運動経験が後年の認知機能の維持・増

進に関与する脳の神経ネットワークと皮質構造の変化を解明しました。本研究

成果は、科学雑誌 “NeuroImage” に 5月 23 日（オランダ時間）論文が掲載さ

れました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_06_02_01.html） 

 

【４】受賞 

 （１）大学院博士前期課程２年の宮崎竜成さんが電気関係学会関西連合大会奨励賞を

受賞 

海事科学研究科博士前期課程マリンエンジニアリングコース 2 年の宮崎 竜成

さん（指導教員 三島 智和准教授）が、令和２年度電気関係学会関西連合大会奨

励賞を受賞しました。 

対象となった講演論文では、宮崎さんが修士研究として取り組んでいる高電子 

移動度窒化ガリウムパワートランジスタ(GaN-HFET)を応用した燃料電池発電用

電力変換回路について、1MHz 駆動の高周波試作器により検証した実験結果が述べ

られています。本研究は、部局間交流協定校である台湾国立中興大学・EV開発セ

ンターとの共同研究の一環です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/study/20210427.html） 

 

（２）理学研究科の学生が「超異分野学会 大阪大会 2021」で最優秀ポスター賞を 

受賞 

4 月 24（土）に行われた「超異分野学会 大阪大会 2021」にて、理学研究科 

博士課程後期課程化学専攻・木村建次郎研究室の稲垣 明里さんが「マイクロ

波マンモグラフィ画像に関する研究」で最優秀ポスター賞を受賞しました。 

この学会は、異分野・異業種の参加者が垣根を超えて連携し、新たな研究テ

ーマに取り組む機会をつくる場です。今回の大会では、「生活の基盤をアップ

デートする」と題し、これからの食、コミュニケーション、健康、医療、もの

づくり、環境・エネルギーに加え、研究者の人材流動についても議論が行われ

ました。 

最優秀ポスター賞は、「研究に対するパッションが感じられるか」、「独自性

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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のある研究を行っているか」、「異分野の人に対して研究をわかりやすく伝える

ことができているか」、「異分野とのコラボレーションに対して積極的であるか」

という観点で審査が行われ、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/2021_06_07_01.html） 

 

 （３）大田美佐子准教授、木本麻希子研究員らの共著論文が Irving Lowens  

Award for Best Article を受賞 

受賞者：人間発達環境学研究科 大田 美佐子 准教授 

人間発達環境学研究科 木本 麻希子 研究員 

受賞名：Irving Lowens Award for Best Article 

本論文は、ハーバード大学のケイティ・カラム博士とキャロル・オージャ教

授(アメリカ音楽史)、神戸大学の木本 麻希子研究員と大田 美佐子准教授(音

楽文化史)の四人で執筆された、1953 年のマリアン・アンダーソンの来日ツア

ーに関する研究成果です。マリアン・アンダーソン(1897-1993)はアフリカ系ア

メリカ人として初めてメトロポリタン歌劇場の舞台に立ち、トスカニーニに

「百年に一度の歌声」と評されるなど、芸術家としてのその輝かしいキャリア

だけでなく、アメリカ合衆国の公民権運動のシンボルにもなりました。本研究

は、戦後間もない来日で熱狂的に歓迎されたものの、現代では忘却されたマリ

アン・アンダーソンの日本ツアーを両国の史料や証言によって丁寧に紐解き、

その背景について、両国の研究者チームの対話や議論を通じて問いを浮かび上

がらせ、考察したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーバード大での共同作業(2018 年 2月) 

（左から 2番目：木本研究員 右端：大田准教授） 
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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_06_16_01.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。 

 

 また、KU-Netの説明動画をYouTubeにアップしておりますので併せてご覧ください。 

（https://youtu.be/ZqHCVW0VsuU） 

 

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://youtu.be/ZqHCVW0VsuU
https://www.kobe-u.com/alumni/

