
1 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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）第 15回神戸大学ホームカミングデイ 

（２）創部 100 年の歴史をつなぐ！神戸大学サッカー部の本気の挑戦！ 

 （３）学生フォーミュラチーム FORTEK が「学生フォーミュラ日本大会 2021」で 

総合優勝 

 

【２】お知らせ 

 （１）2021 Kobe University Summer Study Program を実施 

 （２）本学学生が日本語訳を分担担当した広報出版物がユネスコ公式資料として 

刊行 

 （３）食資源教育研究センターで栽培した「神大のおこめ」がふるさと納税の 

返礼品に 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）産学連携の『国産広葉樹活用プロジェクト』を発足 

 ～国内広葉樹の課題解決と、ビジネス利用の促進に向けた樹木の価値向上

を目指す～ 

（２）セルソーターによる円盤型珪藻の完全分離手法を確立 

〜極域の海洋環境変動の高精度復元に道筋〜 

 （３）オンライン型認知症予防・健康増進プログラム「eコグニケア」が身体セン

サー技術でパワーアップ 10 月より全国展開 

 （４）レーザー中性子・X線による同時瞬間撮影 

 ～10万分の 1秒の短いパルスで可視光や X線で見えなかった高速現象を撮

る～ 

 （５）世界で２番目の千葉石産出地！「沖岩体」及び千葉石などの「シリカクラス

レート鉱物とその仮晶」を小谷村の天然記念物に指定 

 （６）新方式三相交流―直流電力変換装置を開発 

 ～直流給電システムの高効率化・低コスト化・メンテナンスフリーに 

期待～ 

 （７）JST 戦略的創造研究推進事業 CREST に石井純准教授、さきがけに末次健司准

教授がそれぞれ研究代表者として採択 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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 （８）AMED 革新的先端研究開発支援事業 AMED-CREST に片山義雄講師、PRIME に久

保亮治教授、篠原亮太講師がそれぞれ研究代表者として採択 

 （９）世界初！福山型筋ジストロフィーの患者から iPS 細胞を用いて大脳組織を再

現低分子化合物 Mn-007 投与で糖鎖量が回復することを明らかに 

（１０）JST 戦略的創造研究推進事業 ACT-X に大西鮎美助教、秋山遼太学術研究員が

それぞれ研究代表者として採択 

 

【４】イベント等情報 

 （１）公開講座・イベント情報 

 

 

【１】トピックス 

（１）第 15回神戸大学ホームカミングデイ 

本年度の神戸大学ホームカミングデイは、新型コロナウイルス感染症による

影響が継続している状況を踏まえ、大変残念ではございますが対面での開催は

中止とし、オンライン形式で開催することとなりました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/2021/index.html） 

 
（２）創部 100 年の歴史をつなぐ！神戸大学サッカー部の本気の挑戦！ 

神戸大学体育会サッカー部が、学外の人工芝グラウンドを使用する活動費を 

募るため、クラウドファンディングを開始しています。今回のプロジェクトは、

神戸大学と READYFOR 株式会社の包括提携後、大学が支援する学生によるクラ

ウドファンディング第 1号です。 

皆様の温かいご支援をお願いいたします。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://readyfor.jp/projects/kobeunivfootball2021） 

 

（３）学生フォーミュラチーム FORTEK が「学生フォーミュラ日本大会 2021」で総合 

優勝 

8月に行われた「学生フォーミュラ日本大会 2021」にて、神戸大学「FORTEK」

チームが初の総合優勝を果たしました。 

今大会は新型コロナウイルスの影響により、会場での開催を予定していた車

検/動的審査ほか、すべてのイベントは中止となり、オンラインで行われた静的

審査までで完結となりました。静的審査は「コスト部門」「デザイン部門」「プ

レゼンテーション部門」の 3部門で審査され、神戸大学「FORTEK」チームはそ

れぞれ 2位、9位、2位を受賞しました。 
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【２】お知らせ 

 （１）2021 Kobe University Summer Study Program を実施 

神戸大学国際連携推進機構国際教育総合センタープログラムコーディネー

ト部門は、2021 年 7月 9日から 8月 5日までの約 1か月間、複数の海外大学と

の合同開講という新しい形式で 2021 Kobe University Summer Study Program

を実施しました。本学と合同開講先の中国中南財経政法大学、中国復旦大学、

韓国高麗大学校、中国大連理工大学、中国大連外国語大学の学生、および世界

22 か国・地域にある 61 の大学と本学から延べ 300 名以上の学部生・大学院生

が参加しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_09_10_02.html） 

 

 （２）本学学生が日本語訳を分担担当した広報出版物がユネスコ公式資料として刊行 

国際文化学研究科の坂井 一成教授と、国際人間科学部及び国際文化学部の

学生が日本語訳を分担担当した「文化的表現の多様性の保護及び促進に関する

条約」の広報出版物 Investing in Creativity が 2021 年 8月に刊行されまし

た。 

本件は国際人間科学部のグローバル・スタディ・プログラム（GSP）の一つと 

して、坂井 一成教授の指導・引率の下に実施された「ユネスコと地中海文化」

プログラムにおいて、同条約の意義と批准国での条約に基づく政策実践を数年

にわたって学んできた国際人間科学部及び国際文化学部の学生が日本語訳を

担当したもので、ユネスコの公式資料として発刊されたものです。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_09_13_02.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_09_14_02.html） 
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 （３）食資源教育研究センターで栽培した「神大のおこめ」がふるさと納税の返礼品に 

今年度も昨年度に続き、大学院農学研究科附属食資源教育研究センターで栽培 

した「神大のおこめ」が、同センターの所在する兵庫県加西市のふるさと納税返

礼品として、提供されることになりました。 

このお米は、学生実習や中学生の就業体験など教育や地域貢献活動の成果とな

る物で、厳しい安全管理の下で栽培された、安心安全な美味しいお米です。本年

度は農林水産省が策定した「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に沿って

栽培された『特別栽培米』を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_09_16_02.html） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）産学連携の『国産広葉樹活用プロジェクト』を発足 

 ～国内広葉樹の課題解決と、ビジネス利用の促進に向けた樹木の価値向上を目

指す～ 

神戸大学大学院農学研究科の黒田 慶子教授、信州大学の浅野 良晴名誉教授、 

カリモク家具株式会社、株式会社 Andeco は、広葉樹林を主体とする森林資源の

デジタル管理、未利用材の流通サービス開発、実証実験などのノウハウを相互

に共有して連携を図ることとし、放置広葉樹林（里山）の木材としての活用お

よび、流通促進を通じた未利用材の活用推進、森林荒廃の問題解決、輸入材の

全面依存というリスク軽減へ向けて、『国産広葉樹活用プロジェクト』を 2021

年 9月 10 日に発足しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_09_10_01.html） 

 

 （２）セルソーターによる円盤型珪藻の完全分離手法を確立 

〜極域の海洋環境変動の高精度復元に道筋〜 

神戸大学大学院海事科学研究科の井尻 暁准教授、高知大学大学院修士課程 

修了生の泉 孟氏、高知大学海洋コア総合研究センターの加藤 悠爾研究員

（JSPS-PD）、自然科学系理工学部門の池原 実教授、海洋研究開発機構の諸野

祐樹主任研究員、株式会社マリン・ワーク・ジャパンの寺田 武志総括主任の

研究グループは、セルソーターを用いた珪藻殻の形態別分離手法の開発を行

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/collaborations/
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い、円盤型珪藻の完全分離に成功しました。 

 

○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_09_13_01.html） 

 
 （３）オンライン型認知症予防・健康増進プログラム「eコグニケア」が身体センサ

ー技術でパワーアップ 10 月より全国展開 

神戸大学大学院保健学研究科認知症予防推進センターと株式会社 Moff（以

下、Moff）は事業提携を締結し、コロナ禍の外出制限下でもインターネット

を使って在宅で受講できる認知症予防・健康増進プログラム「e コグニケア 

powered by Moff」を、KOBE 発サービスとして 10月から開始します。本サー

ビスは、これまでの「e コグニケア」に Moff の身体センサー技術を融合し、

デジタル体力測定などを加えた、健康長寿を支援する新しいサービスです。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_09_15_01.html） 

 

 （４）レーザー中性子・X線による同時瞬間撮影 

    ～10 万分の 1秒の短いパルスで可視光や X線で見えなかった高速現象を撮る～ 

大阪大学レーザー科学研究所の余語 覚文准教授らの研究チームは、レーザ

ーの光を使って、中性子と X線を同時に生成し対象物質を瞬間撮影する技術開

発を行いました。中性子を撮影に使うためには、中性子の数をあまり減らさず

に中性子のエネルギーを下げる必要があります。そのための装置を開発しまし

た。この装置の試験のため、カドミニウムを含む充電池(ニッカド電池)、カド

ミニウムを含まない充電池（ニッケル水素電池）、炭化ホウ素粉末を容器に入れ

たものの 3 種類の試料を撮影しました。X 線と中性子の画像の分析から、3 種

類の試料を識別できることを示しました。本成果によって、これまで容易では

なかった中性子と X線の同時撮影が可能になります。また、レーザー中性子の

極短パルス性を生かした中性子の瞬間撮影が可能になり、金属配管の中の水・

油の流れや、ロケットエンジンでの液体水素燃料の挙動といった、動的なメカ

ニズムの解明などの研究に使うことが可能になります。 

本研究は、大阪大学レーザー科学研究所の大出力レーザー「LFEX」を用いた

成果であり、大阪大学、神戸大学、 量子科学技術研究開発機構、福井工業大学、

英国のクィーンズ・ベルファスト大学、インペリアル・カレッジ・ロンドンか

らなる国際共同研究として、科学技術振興機構（JST）研究成果最適展開支援プ

ログラム A-STEP「コンパクト中性子源とその産業応用に向けた基盤技術の構

築」（2015-2019 年度）、日本学術振興会・科学研究費補助金（25420911, 

26246043）、および大阪大学レーザー科学研究所・共同利用研究などの支援のも

と実施されました。 

 

○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_09_16_01.html） 

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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 （５）世界で２番目の千葉石産出地！「沖岩体」及び千葉石などの「シリカクラスレー

ト鉱物とその仮晶」を小谷村の天然記念物に指定 

長野県小谷村は令和 3年 4月、千葉石を産出した「沖岩体」及び千葉石などの

「シリカクラスレート鉱物とその仮晶」の 2件を小谷村の天然記念物に指定しま

した。千葉石はシリカクラスレート鉱物の一種で、ケイ素と酸素が中空のサッカ

ーボールのような「カゴ」状の骨格構造を形成しており、そのカゴの中にメタン

などの天然ガス分子が閉じ込められている希少鉱物です。 

国立科学博物館、フォッサマグナミュージアム、京都大学、東北大学、神戸大

学、益富地学会館などからなる研究チームで現地調査を行った結果、未変質の千

葉石及び、メラノフロジャイトの仮晶と思われる立方体の石英が多数発見されま

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_09_17_01.html） 

 

 （６）新方式三相交流―直流電力変換装置を開発 

 ～直流給電システムの高効率化・低コスト化・メンテナンスフリーに期待～ 

神戸大学大学院海事科学研究科の三島 智和准教授が、新方式の三相交流-直

流電力変換装置の開発に成功しました。今後、本成果を利用した直流給電シス

テムの高効率化、低コスト化、薄型化、長寿命化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_09_21_01.html） 

 

 （７）JST 戦略的創造研究推進事業 CREST に石井 純准教授、さきがけに末次 健司准教

授がそれぞれ研究代表者として採択 

JST（科学技術振興機構）2021 年度戦略的創造研究推進事業（CREST、さきが

け）新規採択課題および研究代表者が決定し、本学から 2件の申請課題が採択

されました。 

 

【CREST】 

先端バイオ工学研究センター・石井 純  准教授 

研究題目：データ駆動型の次世代微生物進化育種 

研究領域：データ駆動・ＡＩ駆動を中心としたデジタルトランスフォーメ

ーションによる生命科学研究の革新 
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【さきがけ】 

 理学研究科・末次 健司 准教授 

研究題目：情報分子が拓く植物による菌根菌への寄生能力獲得と制御 

研究領域：植物分子の機能と制御 

 

○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_09_27_01.html） 

 

 （８）AMED 革新的先端研究開発支援事業 AMED-CREST に片山 義雄講師、PRIME に久保

亮治教授、篠原 亮太講師がそれぞれ研究代表者として採択 

AMED（日本医療研究開発機構）2021 年度革新的先端研究開発支援事業（AMED-

CREST、PRIME）新規採択課題および研究代表者が決定し、本学から 3件の申請

課題が採択されました。 

 

【AMED-CREST】 

医学部附属病院・片山 義雄 講師 

研究題目：高齢者難治性骨髄疾患を担う神経ネットワークの探索と機能 

解析に基づく臨床応用のための技術基盤の創出 

研究領域：マルチセンシングネットワークの統合的理解と制御機構の解 

明による革新的医療技術開発 

 

【PRIME】 

医学研究科・久保 亮治 教授 

研究題目：若年期体細胞モザイクの発生要因・拡大原理の解明とその制御

による新規治療基盤の創出 

研究領域：健康・医療の向上に向けた早期ライフステージにおける生命現

象の解明 

 

【PRIME】 

医学研究科・篠原 亮太 講師 

研究題目：ストレスレジリエンスの個体差を生み出す分子・神経回路基盤

の解明 

研究領域：健康・医療の向上に向けた早期ライフステージにおける生命現

象の解明 

 

○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_09_27_02.html） 

 

 （９）世界初！福山型筋ジストロフィーの患者から iPS 細胞を用いて大脳組織を再現

低分子化合物 Mn-007 投与で糖鎖量が回復することを明らかに 

～福山型筋ジストロフィーの病態解明や治療薬開発に期待～ 

藤田医科大学池田 真理子准教授、神戸大学青井 貴之教授、小柳 三千代助教、

京都大学 iPS 研究所櫻井 英俊准教授、東京大学戸田 達史教授、カリフォルニ
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ア大学渡邊 桃子主任研究員らの研究グループは、日本特有の小児難病である

福山型筋ジストロフィー（Fukuyama Congenital Muscular Dystrophy）の患者

より iPS 細胞を樹立し、ヒト由来の大脳皮質モデルと骨格筋モデルを世界で初

めて作成し、低分子化合物 4Mn-007 が有効である可能性を発表しました。 

 

○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_09_27_01.html） 

 

（１０）JST 戦略的創造研究推進事業 ACT-X に大西 鮎美助教、秋山 遼太学術研究員がそ

れぞれ研究代表者として採択 

JST（科学技術振興機構）2021 年度戦略的創造研究推進事業（ACT-X）新規採択 

課題および研究代表者が決定し、本学から 2件の申請課題が採択されました。 

 

【ACT-X】 

工学研究科・大西 鮎美 助教  

研究題目：疲労時五感の定式化と疲労時能力を AI で補正する五感拡張装

置の開発 

研究領域：ＡＩ活用で挑む学問の革新と創成 

 

【ACT-X】 

農学研究科・秋山 遼太 学術研究員 

研究題目：シストセンチュウ孵化促進物質生合成の解明と新奇防除法への

応用 

研究領域：環境とバイオテクノロジー 

 

○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_09_28_01.html） 

   

【４】イベント等情報 

 （１）公開講座・イベント情報 

令和３年度の公開講座及びイベント等を以下のページに記載しております。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/exlecture/index.html） 
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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/

