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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）学生の新型コロナワクチンの職域接種がスタート 

 （２）神戸大学創立 120 周年記念事業  キャッチフレーズ・ロゴマーク 

 （３）サンテレビジョンと連携協定を締結 

 

【２】お知らせ 

（１）文部科学省令和２年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進 

事業（就職・転職支援のためのリカレント教育プログラムの開発・実施）」 

に採択 

（２）経済再生担当大臣らが新型コロナワクチン大規模接種会場を視察 

（３）ヴィッセル神戸より感謝状 

（４）関西国際空港での感染症対策を含めた省エネ空調システムの実証実験を開始 

（５）カツヤマキカイ株式会社と神戸大学による「ハプティクスを使った安全 

   ・安心 IoT 技術の構築」に関する産学連携プロジェクトが始動 

 （６）トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム(第 14 期)に神戸大学から 

6人が採用 

 （７）神戸市中央区のビジネス交流施設「アンカー神戸」で行われた特別トークセ

ッションに藤澤学長が参加 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）”光オン・デマンド有機合成法”で、クロロホルムから高反応性カーボネート 

と機能性ポリカーボネートを合成 

 （２）物体の意味処理に関わる皮質脳波ネットワークをはじめて検出 

 （３）発達障害の新規遺伝子を同定 

 （４）瀬戸内海で新属新種の海藻を発見 和名「セトウチカヤモ」を提案 

 （５）非破壊的な光合成パラメーター測定による作物の早期栄養診断法を開発 

 （６）アブラナ科野菜の春化機構についての総説 

 （７）ハクサイの遺伝子発現調節機構を解明 

 （８）圧力によって磁性物質の量子性を引き出すことが可能に 

― 古典力学と量子力学のクロスオーバーの制御 ― 

 （９）第 1～4 波における新型コロナウイルス感染者の変異ウイルスに対する中和

抗体価の詳細な解析 

神戸大学学友会ニュースレター 
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（１０）天体衝突を記録する結晶の生成を超高速計測 

 ― レーザー衝撃圧縮実験による太陽系史の読解 ― 

（１１）科学技術が関わる社会問題に解決策を提案する力を養う科学リテラシー教育

プログラムを開発 

（１２）DNA マーカー選抜を用いて、根こぶ病に強度の耐病性を示す白菜の新品種を

開発 

（１３）環境に配慮した農業の普及が生物多様性回復の鍵を握る 

 ～ 灌漑期の水田濁水によって河川の生物多様性が低下 ～ 

 

 

【１】トピックス 

（１）学生の新型コロナワクチンの職域接種がスタート 

7 月 5 日（月）から、学生の新型コロナワクチンの職域接種がスタートしま

した。 

学生の接種の初日は、神戸大学百年記念館（神大会館）にて 240 名の学生へ

の接種が行われました。会場ではアルコール消毒、検温、受付・予診を済ませ

た後、医師の問診を行い、ワクチン接種、経過観察を行います。保健管理セン

ターの医師・看護師に加え、附属病院からも医師・看護師が派遣されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_06_01.html） 

 

 （２）神戸大学創立 120 周年記念事業  キャッチフレーズ・ロゴマーク 

創立 120 周年を記念して、令和 3 年 4 月 23 日付で学内の教職員・学生から

キャッチフレーズを募集した結果、合計 21件の応募があり、選考等の結果、 

「知・人・共創と協働」 

に決定いたしました。 

またこれに合わせ、創立 120 周年のロゴマークを定めました。 
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【２】お知らせ 

 （１）文部科学省令和２年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進 

事業（就職・転職支援のためのリカレント教育プログラムの開発・実施）」 

に採択 

文部科学省の令和２年度「就職・転職支援のための大学リカレント教育推進事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/info/project/120th/logomark.html） 

 

 （３）サンテレビジョンと連携協定を締結 

本学は 7月 2日（金）株式会社サンテレビジョンと連携協定を締結しました。 

この協定において、サンテレビと本学は、地域再生や防災・減災などにおい

て連携・協力していくことを表明しました。 

同日にサンテレビ本社内にて行われた締結式では、サンテレビの沼田 伸彦

社長と本学の藤澤 正人学長を始め、10 名の出席者が集まり、協定書にサイン

をするとともに、今後の両者の連携について意見交換を行いました。 

本学がテレビ局と連携協定を締結するのは今回が初めてです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_05_01.html ） 
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業（就職・転職支援のためのリカレント教育プログラムの開発・実施）」に、本学

の申請した「食農ビジネスキャリア形成プログラム」が採択されました。 

本事業は、非正規雇用労働者・失業者、希望する就職ができていない若者等の

支援として、全国の大学等を中心とした連携体制において、即効性があり、かつ

質の高いリカレントプログラムの発掘・開発を行い、オンラインと対面を組み合

わせ集中的に提供する体制を整えることにより、全国のリカレント教育のニーズ

に応え、円滑な就職・転職を促すことを目的としています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_06_30_01.html） 

 

 （２）経済再生担当大臣らが新型コロナワクチン大規模接種会場を視察 

7月 4日（日）、神戸大学を含め産学官が連携して運営を担う、ノエビアスタジ 

アム神戸に設置されている新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場に西村

康稔経済再生担当大臣が訪れ、接種の様子などを視察されました。 

視察後には藤澤学長、真庭附属病院長、久元神戸市長や楽天グループの三木谷 

会長らと意見交換を行いました。 

藤澤学長は「ワクチン接種は重要なことで、附属病院を持つ大学として市民の 

皆さんの接種に協力することは重要な使命であると考えています。これからも医

師、看護師等の派遣等全面的に協力していきます。」と発言しました。また、神戸

大学で始まった職域接種にも触れ「学生がキャンパスに戻って来られるようワク

チン接種を早く進めていきたい。」と述べました。 

さらに、神戸市のワクチン接種をめぐっては、国からの供給量が市の希望量を

下回り、市が代表して西村大臣にワクチンの安定した供給への支援を求めました。

西村大臣からはワクチン担当大臣にお伝えするとの回答がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_05_02.html） 

 

 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_05_02.html
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 （３）ヴィッセル神戸より感謝状 

神戸大学および神戸大学医学部附属病院は、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」に全面協力しています。7月 11 日（日）にヴィッセル神戸の選手団が

接種会場を訪れ、ノエスタでの接種を支えている医療従事者に感謝の意を伝えま

した。 

本学および医学部附属病院を代表して、黒田副病院長がヴィッセル神戸の選  

手団より記念品としてサインボールの贈呈を受けました。 

本学および医学部附属病院は引き続きノエスタでの接種への協力を続けてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_12_01.html） 

 

 （４）関西国際空港での感染症対策を含めた省エネ空調システムの実証実験を開始 

神戸大学では関西エアポート株式会社と共同で、感染症対策を含めた省エネ 

空調システムの実証実験を開始します。 

この実証実験は、環境省の委託事業の採択を受け実施するもので、AI 等を活

用した高度な空調技術による CO2 の削減と感染症対策を同時に実現することを

目的としています。 

2050 年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする長期目標に向けて、同社

と共同で関西 3 空港（関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港）において環境

への負荷を低減する取り組みを進めます。  

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_05_03.html） 

 

（５）カツヤマキカイ株式会社と神戸大学による「ハプティクスを使った安全・ 

安心 IoT 技術の構築」に関する産学連携プロジェクトが始動 

カツヤマキカイ株式会社と神戸大学大学院工学研究科の永野 光助教は、多様

産業領域の「安全と合理化」 に加えて、人々の 「健康と安心」をサポートする

技術や製品の研究・開発を行うため、「ハプティクス※を使った安全・安心 IoT 技
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術の構築」の産学連携プロジェクトを、2021 年 6月から神戸大学産官学連携本部

の協力により開始しています。 

※ハプティクス：触覚技術（ヒトの「触覚・力覚」 を計測・分析・提示・拡張  

する研究） 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_08_01.html） 

 

 （６）トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム(第 14 期)に神戸大学から 6人が採用 

7 月 5 日（月）に、「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本

代表プログラム～(第 14 期)」の選考結果が発表され、神戸大学から 6 人の学生

が採用されました。第 14 期は全国の大学等 200 校から 1,014 人の応募があり、

444 人が採用されました。 

官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～は、 

留学に係る奨学金の支援のみならず、留学前後の研修を通じて各分野のグローバ

ルリーダーを育成する目的のもと、民間企業等からの支援や寄附により、官民協

働で学生の留学を支援する制度です。教育機関への留学や、インターンシップ、

ボランティアなどの学生が自ら企画した幅広い留学計画が支援されることが特

徴であり、明確な目的・目標に基づく「実践活動」を含む留学計画が支援の対象

となります。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_07_13_01.html） 

 

 （７）神戸市中央区のビジネス交流施設「アンカー神戸」で行われた特別トークセッシ

ョンに藤澤学長が参加 

― 2021 年 4 月に開業した神戸三宮阪急ビル内にオープンした、企業や大学

関係者らが交流を行い新たな価値を創造する施設「ANCHOR KOBE（アンカー神

戸）」 ― 

7 月 12 日（月）に神戸市中央区のビジネススクエア「アンカー神戸」で、「神

戸の将来を紡ぎ出す－新規事業とオープンイノベーション」をテーマにした特

別トークセッションが開かれました。 

パネルディスカッション第二部に参加した藤澤学長は、株式会社フェリシモ

代表取締役社長の矢崎 和彦氏、株式会社三井住友銀行理事の池田 敏男氏、モ

デレーターの神戸新聞社執行役員神戸新聞地域総研所長西海 恵都子氏らと対

談を行いました。 

藤澤学長は、「大学には多くのシーズや知財があるが、大学だけでモノを作る

ことは難しい。産学官の垣根を超えた交流の場を作っていきたい。大学は敷居

が高いように見えるかもしれないが、是非、大学のシーズを活用していただき

たい。ALL KOBE で、神戸に人が集まるベンチャーが生まれることを望んでいる」

と述べました。 
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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_07_13_02.html） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）”光オン・デマンド有機合成法”で、クロロホルムから高反応性カーボネート 

と機能性ポリカーボネートを合成 

神戸大学大学院理学研究科の津田 明彦准教授らの研究グループは、AGC 株式会

社、および三菱ガス化学株式会社と協力して、アルコールと触媒を溶解させたク

ロロホルム溶液に紫外光を照射するだけの簡単なプロセスで、医薬品中間体やポ

リマーの原料となる高反応性カーボネートや、レンズおよび有機ガラスなどとし

て用いることができるポリカーボネートの合成に成功しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_06_30_01.html） 

 

 （２）物体の意味処理に関わる皮質脳波ネットワークをはじめて検出 

公立はこだて未来大学の佐藤 直行教授、京都大学大学院医学研究科てんか

ん運動異常生理学講座の池田 昭夫教授、同・臨床神経学の下竹 昭寛助教、神

戸大学大学院医学研究科脳神経内科学分野の松本 理器教授らの共同研究グル

ープは、分散表現と神経回路モデルを基盤とした脳波解析手法を提案し、物体

の意味処理に関わる皮質脳波ネットワークをはじめて検出しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_07_01_01.html） 

 

（３）発達障害の新規遺伝子を同定 

神戸大学大学院医学研究科生理学分野の内匠 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）、玉田 紘太助教らの研究グループは、コピー

数多型と呼ばれる染色体異常を有する自閉症モデルマウスの主たる原因遺伝子

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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(Necdin, NDN)を明らかにしました。 

今後、NDN 遺伝子の分子メカニズムを解明することで、自閉症をはじめとする発

達障害の新たな治療戦略の創出が期待されます。 

 

○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_07_06_01.html） 

 

（４）瀬戸内海で新属新種の海藻を発見 和名「セトウチカヤモ」を提案 

神戸大学内海域環境教育研究センターの川井 浩史特命教授、羽生田 岳昭助教 

は、瀬戸内海で、新属新種の褐藻を発見し、Setoutiphycus delamareoides と命

名しました。和名はセトウチカヤモ（新称）を提案します。本種はシオミドロ目

のうち以前ウイキョウモ目として区別されていた系統群と近縁であり、この系統

群において属レベルで新奇の種が報告されるのはこの数十年間ではじめてのこ

とです。 

 

○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_07_06_02.html） 

 

（５）非破壊的な光合成パラメーター測定による作物の早期栄養診断法を開発 

神戸大学大学院農学研究科の三宅 親弘教授らの研究グループは、非破壊的

な光合成パラメーターの測定法により、植物における 12 の必須元素の欠乏ス

トレスを診断する方法の開発に成功しました。 

植物の光合成反応は、乾燥や強光などの環境ストレスに応じて異なる応答を 

示します。本研究では、暗所に順応させた各栄養欠乏処理区のヒマワリに対し

10分間の光を照射し、その間の光合成パラメーターの動態をレーダーチャート

化することで、12の欠乏元素それぞれに特異的な応答を観測することができま

した。 

本成果は、野外で生育する作物の栄養状態を短時間かつ簡便に診断する手 

法の実現可能性を強く示唆するものとなりました。 

 

○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_07_07_01.html） 

 

（６）アブラナ科野菜の春化機構についての総説 

神戸大学大学院農学研究科の藤本 龍准教授とアクタ アヤシャ(博士後期課

程)らの研究グループは、アブラナ科野菜の春化 (バーナリゼーション)機構につ

いての総説論文を発表しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_07_08_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/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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（７）ハクサイの遺伝子発現調節機構を解明 

神戸大学大学院農学研究科のハサン メエラジ(博士後期課程)と理化学研 究 

所環境資源科学研究センター高橋 聡史 (テクニカルスタッフ) らは、ハクサイ

において、遺伝子発現調節に重要なヒストンの化学修飾である H3K4me3 と

H3K36me3 の役割を明らかにしました。 

本研究は、神戸大学大学院農学研究科の藤本 龍准教授ら、理化学研究所環境  

資源科学研究センター関原 明チームリーダーら、オーストラリア連邦科学産業

研究機構 (CSIRO) らの研究グループにより行われました。 

 

○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_07_12_01.html） 

 

（８）圧力によって磁性物質の量子性を引き出すことが可能に 

― 古典力学と量子力学のクロスオーバーの制御 ― 

日本大学文理学部物理学科の山本 大輔准教授（研究開始当時は青山学院大学 

理工学部物理・数理学科助教）、神戸大学研究基盤センターの櫻井 敬博助教、神

戸大学大学院理学研究科物理学専攻博士前期課程（当時）の奥藤 涼介さん、神戸

大学分子フォトサイエンス研究センターの大久保 晋准教授と太田 仁教授、東京

工業大学理学院物理学系の田中 秀数教授、東京大学物性研究所の上床 美也教授

の研究グループは、三塩化セシウム銅(CsCuCl3)という鎖状の磁性体に対して

10,000 気圧以上の高圧力中で磁気測定実験と理論モデルを用いた解析を行い、そ

の量子性（量子力学的な性質）の強さを圧力によって制御できることを示しまし

た。この磁性体の中には無数の「極小な磁石」である磁性イオンが存在しますが、

高圧力を印加すると“量子重なり合い”や“量子もつれ”といった量子力学的な

性質を強く持つ「量子スピン」に変化することがわかりました。この成果は、古

典力学的な振る舞いをする物質でも圧力によって量子性が引き出されることを

示しており、すでに発見または合成されている様々な鎖状の物質を用いて難解な

量子物質の特性を解明するための新たな研究手法を提示するものです。 

 

○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_07_12_02.html） 

 

（９）第 1～4波における新型コロナウイルス感染者の変異ウイルスに対する中和抗体

価の詳細な解析 

～ 既感染者は変異ウイルスに対する中和抗体も保有する ～ 

神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター臨床ウイルス学分野の森 康子

教授らの研究グループは、兵庫県立加古川医療センターとの共同研究の下、第 1

波から第4波におけるさまざまな重症度の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

の患者血清中における中和抗体を定量的に調べました。対象ウイルスは、現在国

内で広がっている変異型（英国型・アルファ株；B.1.1.7）、および懸念される変

異型（ブラジル型・ガンマ株；P.1、南アフリカ型・ベータ株；B.1.351)を用いま

した。すべての感染者において英国型（アルファ株）に対する中和抗体が産生さ

れており、他の変異型に対してもほとんどの感染者において中和抗体を産生して

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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いることを明らかにしました。 

さらに、第 4波においては、英国型（アルファ株）に対する中和抗体が従来型

や他の変異型よりも高いことを明らかにしました。これは第 4波においては、英

国型（アルファ株）が優位になっていたことを示唆しています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_07_13_01.html） 

 

（１０）天体衝突を記録する結晶の生成を超高速計測 

 ― レーザー衝撃圧縮実験による太陽系史の読解 ― 

京都大学複合原子力科学研究所奥地 拓生教授、梅田 悠平同日本学術振興会 

特別研究員、神戸大学大学院理学研究科瀬戸 雄介講師、海洋研究開発機構高知

コア研究所富岡 尚敬主任研究員、理化学研究所放射光科学研究センター宮西 宏

併研究員、高輝度光科学研究センター籔内 俊毅主幹研究員、大阪大学大学院工

学研究科尾崎 典雅准教授らの共同研究グループは、太陽系の天体衝突が記録さ

れた結晶の原子配列が生成する過程を、世界で初めて実験で計測しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_07_14_01.html） 

 

（１１）科学技術が関わる社会問題に解決策を提案する力を養う科学リテラシー教育プ

ログラムを開発 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の坂本 美紀教授、山口 悦司准教授ら

の研究グループは、科学技術の社会問題をめぐる多様な利害関係者のコンセン

サス構築に求められる科学リテラシーを教育するプログラムを開発し、文系の

大学生を対象として実証研究を行いました。教育プログラムの効果として、大

学生の多くが、意見の対立構造を解明し、対立の解消・緩和に向けた解決策を

提案する意思決定の力を獲得できた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_07_15_01.html） 

 

（１２）DNA マーカー選抜を用いて、根こぶ病に強度の耐病性を示す白菜の新品種を開発 

神戸大学大学院農学研究科の藤本 龍准教授、宮路 直実 (博士後期課程修了)、

株式会社 渡辺採種場、宮城県農業・園芸総合研究所の研究グループは、根こぶ病

に強度に耐病性を示す白菜の新品種の開発に成功しました。 

今後、白菜の減農薬栽培、安定生産への貢献が期待されます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_07_16_01.html） 

 

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/
https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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（１３）環境に配慮した農業の普及が生物多様性回復の鍵を握る 

    ～ 灌漑期の水田濁水によって河川の生物多様性が低下 ～ 

地球上に生きるさまざまな生物の命を守り、多様な生物から成る豊かな自然の 

恩恵を人間が受け続けるため、国連は 17の持続可能な開発目標の 15番目に生物

多様性の損失の阻止をあげています。生物多様性の著しい低下が起こりがちなの

が、流域の人間活動の影響を受けやすい河川の生態系です。河川の生物多様性を

回復するには、流域で営まれる社会・経済活動が生物多様性にどのような影響を

及ぼすか評価し、その評価に基づいて改善策を探ることが役に立ちます。 

そうした中、総合地球環境学研究所（地球研）を中心とした日本・台湾・フィ

リピンの国際共同研究チームは、琵琶湖の最大流入河川である野洲川を対象とし

た大規模な生物多様性観測調査を実施し、灌漑期に水田から排出される濁水に含

まれる懸濁態リンが河川の底生動物の多様性を低下させる主要因であることを

明らかにしました。この結果は、水田自体が生物多様性の低下を招くことを示す

わけではありません。生物多様性は、近年、水田の生産効率を上げるために灌漑

様式が近代化され、水を豊富に使えるようになって濁水発生量が増加したことに

より低下したと考えられるため、環境に配慮した農業を普及させれば回復すると

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_07_16_02.html） 

 

 

 

 

 

  

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

