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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）2021 年度近畿学生野球連盟秋季リーグ戦優勝報告 

（２）「神戸大学統合報告書 2021」を掲載 

（３）シンダイシンポ２０２１ 

 （４）2021 年版「神戸大学環境報告書」を公表 

（５）神戸大学×白鶴酒造・純米酒「神のまにまに」の 2021 年度販売を開始 

（６）「ありがとう深江丸」イベントを開催 

（７）多機能練習船「海神丸」の命名・進水式を実施 海洋立国日本を牽引する 

人材育成・研究教育活動に貢献 

 

【２】お知らせ 

 （１）「日本留学 AWARDS」西日本地区国公立大学部門で２年連続大賞を受賞 

 （２）附属中等教育学校の生徒が数理・データサイエンスセンターを訪問 

（３）兵庫県小児糖尿病サマーキャンプボランティア（CNF）が小児糖尿病 

功労賞を受賞 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）高速透水性を有する高性能なナノろ過膜を開発 

～ 高分子電解質を用いた界面制御により膜構造を精密設計 ～ 

 （２）兵庫県における新型コロナウイルス大規模血清疫学調査 第二報 

 （３）タンパク質結合水の運動が生物の磁気コンパスを制御 

～ 光受容クリプトクロムの電子伝達機構 ～ 

 （４）子どもの遊びを誘発する床面投影型システムの提案 

 （５）細胞膜の張力ががんの浸潤・転移を抑制する 

～ 細胞の物理特性を標的としたがん治療への期待 ～ 

 （６）光反応のエネルギー効率を大幅に向上させる新技術を開発 

～ 光磁場で三重項状態の直接励起を実現 〜 

 （７）神戸大学と楽天メディカルジャパン、日本人の唾液腺がん患者における 

EGFR 発現率に関する共同研究を開始 

 （８）ヒト iPS 細胞から男性ホルモンを産生するライディッヒ細胞を作製 

男性更年期障害患者の再生医療治療への一歩 

 

神戸大学学友会ニュースレター 
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 （９）有機無機ペロブスカイトの光誘起構造変化を観測 

～ 次世代太陽電池の性能向上に期待 ～ 

（１０）JSPS「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」(学術知共創

プログラム)に採択 

（１１）JST「戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）科学技術イノベーショ

ン政策のための科学研究開発プログラム（共進化枠）」に採択 

（１２）JST 未来社会創造事業（探索加速型）令和 3年度新規研究開発課題に採択 

 

【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）2021 年度近畿学生野球連盟秋季リーグ戦優勝報告 

この度、神戸大学硬式野球部は 2021 年度近畿学生野球連盟Ⅰ部秋季リーグ

戦において優勝し、第 52 回明治神宮野球大会関西地区代表決定戦への出場が

決定致しました。 

弊部のリーグ優勝は 1986 年春以来、35年ぶりとなります。 

10 月 31 日より明治神宮野球大会への出場を懸けた関西地区代表決定戦が始

まります。 試合は有観客を予定しております。関西にある 5連盟の優勝校が激

突する大会となります。強豪校との戦いが続きますが、35年ぶりの優勝の勢い

そのまま勝利を目指してチーム一丸となって戦って参ります。 

お時間がございましたら、ぜひ南港中央公園野球場へお越し頂き応援のほ 

どよろしくお願い致します。 

 

10 月 31 日（日） 

       第 52 回明治神宮野球大会 関西地区代表決定戦 

        VS 阪神大学野球連盟 優勝チーム 

        場所：南港中央公園野球場 

        時間：10時試合開始予定 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/NEWS/topics/ 

zaigaku_20211013.html ） 

 

（２）「神戸大学統合報告書 2021」を掲載 

神戸大学は 2019 年度から、ステークホルダーの皆様に対して、神戸大学ビジ

ョンの方向性をもとに、短期はもとより、中長期的な戦略を立て、どのように

して社会にとって価値ある大学となろうとしているかを、神戸大学のステーク

ホルダーの皆様にお伝えするために、「統合報告書」を作成し公表しておりま

す。 

    このたび、2021 年度版を作成しましたので、是非ともご覧ください。 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/NEWS/topics/
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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_10_20_02.html） 

 

（３）シンダイシンポ２０２１ 

神戸大（シンダイ）は、2019 年から、中長期的な価値創造のシナリオを記載し 

た統合報告書を作成しています。報告書の発行に合わせて、企業や行政、学生を

含む一般の方々まで、すべてのステークホルダーの皆さまと神戸大をつなぐこと

を目的として、シンダイシンポを開催します。今年度は、2021 年４月に学長に就

任した藤澤学長の掲げるビジョンのもと、どのような研究教育活動が行われてい

くのか、それらの成果をどのように社会へ還元し未来につないでいくのか、統合

報告書の誌面だけでは伝えきれない「神戸大の価値創造ストーリー」について、

異分野共創・協働・連携の視点から講演や対談・パネルディスカッションを通し

てお伝えします。 

 

    ○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2021_11_06_01.html） 

 

 （４）2021 年版「神戸大学環境報告書」を公表 

2021 年版の神戸大学環境報告書を公表しました。この環境報告書は、2020 年 

4 月から 2021 年 3 月の神戸大学の環境に関する活動の成果を取りまとめたも

ので、本学の構成員である学生と教職員を対象に、学内および学外の環境コミ

ュニケーションを促進することを目的として、本学で行った教育、研究および

トピックスを紹介するとともに、環境パフォーマン

スとして、環境マネジメントを推進するための取り

組み等を掲載しています。 
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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_09_29_01.html） 

 

 （５）神戸大学×白鶴酒造・純米酒「神のまにまに」の 2021 年度販売を開始 

神戸大学と白鶴酒造株式会社は、若い世代にも親しんでもらいたいと開発し 

たやや甘口の飲みやすい純米酒「神のまにまに」を、さらに華やかな香りで楽

しんでいただけるように改良し、本年醸造分を 2021 年 10 月 29 日（金）から神

戸大学生活協同組合や白鶴酒造直営店にて数量限定で販売しま

す。 

さらに、今年は神戸大学が本商品の掛米を生産している加西市

にて、ふるさと納税返礼品として採用されることが決定しまし

た。これを機に、より多くの方に知っていただけるよう努めてま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_09_30_01.html） 

 

 （６）「ありがとう深江丸」イベントを開催 

本年 11月末をもって運航停止予定の海事科学研究科附属練習船「深江丸」を

惜しみ、「ありがとう深江丸」イベントを 9月 24 日、海事科学研究科・深江キ

ャンパスで開催しました。 

「深江丸」は、昭和 62年 10 月に竣工し、神戸高等商船学校時代の昭和 2年

1月に進水した汽艇実習船「深江丸」から数えて四代目になり、今年船齢 34 年

となります。昭和 62年竣工～令和 2年度末までの総航程（航走距離）は、395,135

㎞（地球を南北に約 9.9 周する距離に相当）、乗船者数は 63,614 人（乗船延べ

人数：113,823 人）となり、「深江丸」は本学の教育・研究活動を支えてきまし

た。 
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【２】お知らせ 

 （１）「日本留学 AWARDS」西日本地区国公立大学部門で２年連続大賞を受賞 

このたび、一般財団法人日本語教育振興協会「日本語学校教育研究大会」が主

催する「日本留学 AWARDS 2021」において、神戸大学が西日本地区国公立大学部

門で大賞を受賞しました。 

「日本留学 AWARDS」は、留学生の環境整備を目的として 2012 年に設立された

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_10_04_01.html） 

 

 （７）多機能練習船「海神丸」の命名・進水式を実施 海洋立国日本を牽引する 

人材育成・研究教育活動に貢献 

三菱重工グループの三菱重工マリタイムシステムズ株式会社と神戸大学は

10月 8日、神戸大学向け新練習船「海神丸」の命名・進水式を三菱重工マリタ

イムシステムズの玉野本社工場で行いました。 

多機能練習船である同船は、三つの大きな特長を有しています。一つ目は「練

習船機能」で、人材育成の一環として全国の大学生に実習・演習・実験の機会

を提供するため、多人数でも使用可能な実習・演習用スペースや講義室などを

確保し、男女共同利用に配慮した船内住環境を整えました。二つ目は「探査観

測船機能」で、人材育成と先端研究を推進する大学の顔として、多角的な海域

探査や観測に必要となる最先端機能を充実させました。三つ目は「災害支援機

能」で、巨大災害などが発生した際には、被災地に対して水や電力を供給し支

援物資を輸送できる機能を持たせました。なお、白いイルカからインスピレー

ションを得た船体デザインは、世界的な工業デザイナーである奥山 清行氏率

いる KEN OKUYAMA DESIGN が手掛けています。 

同船は、神戸大学で 30年以上にわたって活躍した練習船「深江丸」の代替船

として、2020 年に三井 E&S 造船に発注したものです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_10_08_01.html） 

 



6 
 

賞で、全国の日本語学校の教職員の方々が、自分たちの学校で学ぶ留学生に薦め

たい大学や大学院を投票で選び、表彰するものです。 

今年は全国の日本語学校 166 校から 450 票が集まり、延べ 50 校が上位入

賞、さらに部門毎に東西地域選出のトップ校 10 校が 各部門賞校として選出、

表彰されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_10_12_01.html） 

 

 （２）附属中等教育学校の生徒が数理・データサイエンスセンターを訪問 

ISLP 国際統計ポスターコンテスト「International Poster Competition 

2020-2021」において、Younger age division 部門で 1st prize(世界 1位)を

獲得した附属中等教育学校の小川さん、山本さん、脇坂さんが、10月 8日、数

理・データサイエンスセンターの齋藤センター長を訪問し、受賞の報告を行い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（http://www.cmds.kobe-u.ac.jp/news/2021/2021_fuzoku/index.html） 

 

 （３）兵庫県小児糖尿病サマーキャンプボランティア（CNF）が小児糖尿病功労賞を 

受賞 

令和 3 年 5 月 30 日、神戸大学医学部と武庫川女子大学食物栄養科学部の学生

によるボランティアグループの小児糖尿病サマーキャンプの活動が、公益法人日
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本糖尿病協会の小児糖尿病功労賞を受賞しました。 

小児糖尿病サマーキャンプは、小児糖尿病の子どもたちのインスリン自己注射 

や血糖自己測定など自己管理に必要な糖尿病の知識・技術を身につけるとともに、

メンタルケアの場となっています。同グループは、毎年「兵庫県小児糖尿病サマ

ーキャンプ」に学生ボランティアとして参加し、生活支援、健康状態の観察に加

え、勉強会の開催を行うなど、キャンプに参加する 1型糖尿病の子供達との交流

活動を進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2021_10_18_02.html） 

 

【３】 研究ニュース 

（１）高速透水性を有する高性能なナノろ過膜を開発 

～ 高分子電解質を用いた界面制御により膜構造を精密設計 ～ 

神戸大学先端膜工学研究センターの松山 秀人教授らの研究グループは、化学

構造を適切にデザインした親水性の高分子電解質を用いて、ヘキサン/水界面に

おける高分子界面重縮合を制御することで、高速透水性と優れたイオン阻止性を

有する新しいナノろ過膜の開発に成功しました。 

ナノろ過膜は、水中に溶解している特定のイオンや有機物は透過し、それ以 

外は透過しない選択分離膜です。地下水や河川水から有機溶剤や農薬を除去する

水処理用途、醤油や乳製品の脱塩などの食品用途、アミノ酸や乳酸の精製などと

いったバイオ用途への実用化が進んでいます。更に高度な水浄化や有用物質の分

離精製を実現するために、ナノろ過膜の透水性と選択分離性の更なる向上が望ま

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_09_30_01.html） 

 

（２）兵庫県における新型コロナウイルス大規模血清疫学調査 第二報 

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、2021 年 7 月 19 日から 8月 6日に、兵庫県健康財団か

ら提供を受けた 1,000 人の血清中における抗新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）

https://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/
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抗体の有無を解析しました。 

ウイルスＮタンパク質に対する抗体保有率（ウイルス感染歴を示す）は 2.1%で

ある一方、Ｓタンパク質に対する抗体保有率は 38.7％でした。現在用いられてい

るワクチンは、いずれもＳタンパク質に対するものです。すなわち、8 月時点の

兵庫県内において、ワクチン接種による抗体保有者が 38.7％であり、新型コロナ

ウイルスに感染歴がある人が 2.1％であることを示していると考えられます。 

 2020 年 10 月に同様の解析を行ったときと比較して、新型コロナウイルスに感

染歴のある人の割合は 5倍に上昇していました。 

また、高齢者においては、Ｓタンパク質に対する抗体保有率が高く［60歳以上

（74.4％）］、逆にＮタンパク質に対する抗体保有率が低くなっていることが明ら

かとなりました。60歳以上のグループにおける高い抗Ｓタンパク質抗体の保有率

は、高齢者に対して行われたワクチンの優先接種の結果であると考えられます。

この調査結果は、ワクチンの接種が、新型コロナウイルス感染の広がりをおさえ

ていることを示すと考えられます。 

 

○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_09_30_02.html） 

 

（３）タンパク質結合水の運動が生物の磁気コンパスを制御 

～ 光受容クリプトクロムの電子伝達機構 ～ 

神戸大学大学院理学研究科博士前期課程修了の濱田 美里（現ダイキン工業）、

分子フォトサイエンス研究センターの婦木 正明助手および小堀 康博教授によ

るグループと、東邦大学薬学部の岩田 達也准教授、名古屋工業大学オプトバイ

オテクノロジー研究センターの神取 秀樹教授、アルベルト・ルートヴィヒ大学

フライブルクの Stefan Weber 教授らによる共同研究チームは、動物の光磁気感

受に重要な役割を果たすと考えられている光受容タンパク質における中間体の

立体構造解析を電子スピン共鳴法によって行い、磁気コンパス特性を発現するタ

ンパク質内部の電子的機能の詳細を明らかにしました。 

本研究成果は、渡り鳥など様々な生物が示す光と地磁気の感受性の起源と考え 

られている磁気コンパスにおいて、タンパク質結合水の運動性による役割を初め

て示したものです。この知見から、生体分子を用いる微弱な磁気センサー開発へ

の応用や、生物による光磁気感受に関わるシグナル伝達のしくみの理解を前進さ

せるものとして期待がもたれます。 

 

○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_10_01_03.html） 

 

 （４）子どもの遊びを誘発する床面投影型システムの提案 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の稲垣 成哲教授、多摩美術大学楠 房子

教授、東京理科大学溝口 博教授らの研究グループは、子どもの社会的な成長を

促す魅力的な遊びを提供するシステムを開発しました。具体的には、参加者の児

童の動きに対応して、フロアに投影された動物の足跡が動くシステムです。今回、

神戸大学附属小学校の児童を対象として実証実験を行い、システムが提供するイ

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


9 
 

ンタラクションの在り方が児童へ及ぼす効果を明らかにしました。 

 

○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_10_13_01.html） 

 

 （５）細胞膜の張力ががんの浸潤・転移を抑制する 

～ 細胞の物理特性を標的としたがん治療への期待 ～ 

神戸大学バイオシグナル総合研究センターの辻田 和也講師、伊藤 俊樹教授

と、東京薬科大学の佐藤 礼子講師、深見 希代子名誉教授らの研究グループは、

がん細胞の細胞膜が正常細胞と比較して柔らかいこと、また、細胞膜を硬く操

作することにより、マウスモデルにおいて、浸潤・転移を抑制できることを発

見しました。今後、がん細胞の物理特性を標的とした新しいがん治療への応用

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_10_13_02.html） 

 

（６）光反応のエネルギー効率を大幅に向上させる新技術を開発 

～ 光磁場で三重項状態の直接励起を実現 〜 

神戸大学大学院工学研究科の杉本 泰助教（JST さきがけ研究員）、藤井 稔教授、 

金沢大学理工研究域物質化学系の古山 渓行准教授（JST さきがけ研究員）らの研

究グループは、光磁場を増強するナノ構造を形成し、分子のスピン反転を伴う光

学遷移を大幅に促進する技術を開発しました。 

分子の励起三重項状態は、寿命が長く様々な光化学反応に利用されます。しか

しながら、基底（一重項）状態から三重項状態への励起は電子スピンの反転を伴

う“禁制遷移”であるため、三重項状態は項間交差を介した間接的な過程で励起

されています。 

本研究では、誘電体ナノ構造の配列構造（光メタ表面）の磁場増強効果を利用

して、これまでほとんど考慮されなかった“磁気双極子遷移”を促進し、三重項

状態間の励起効率を飛躍的に増大させることに成功しました。また、従来よりも

低いエネルギーの光でターゲット分子を励起三重項状態にすることを実現しま

した。 

本成果は、分子の光励起のエネルギー効率を大幅に向上させる新しい技術であ 

り、今後、新しい光反応制御手法の開発につながると期待されます。 

 

○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_10_14_01.html） 

 

 （７）神戸大学と楽天メディカルジャパン、日本人の唾液腺がん患者における EGFR 発

現率に関する共同研究を開始 

神戸大学大学院医学研究科と楽天メディカルジャパン株式会社は、日本人の

唾液腺がん患者における EGFR（上皮細胞増殖因子受容体）の発現率に関する共

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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同研究契約を締結しましたので、お知らせします。 

本共同研究は、日本人の唾液腺がんの種々の組織型におけるがんの増殖や進 

展に関連するタンパクである EGFR の分析を行い、発現に関するデータの収集

を目的としています。本共同研究契約のもと、楽天メディカルジャパンは、研

究計画の立案、及び評価方法の開発を行います。神戸大学は、同学で蓄積され

た唾液腺がんの患者データの中から約 100 検体を選定し、免疫染色による評価

及び解析を行います。 

 

○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_10_18_01.html） 

 

 （８）ヒト iPS 細胞から男性ホルモンを産生するライディッヒ細胞を作製 

男性更年期障害患者の再生医療治療への一歩 

神戸大学大学院医学研究科 iPS 細胞医学応用分野の青井 貴之教授、石田 貴

樹研究員らと、藤澤 正人学長の所属する神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器

科学分野の研究グループは、ヒトiPS細胞から男性ホルモン（テストステロン）

を産生するライディッヒ細胞を作製することに成功しました。将来的に、ライ

ディッヒ細胞移植による男性更年期障害の治療が期待されます。 

 

○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_10_19_02.html） 

 

（９）有機無機ペロブスカイトの光誘起構造変化を観測 

～ 次世代太陽電池の性能向上に期待 ～ 

有機無機ペロブスカイトは次世代の太陽電池・発光デバイス材料として注目さ

れています。しかし、光を照射することで組成や構造が変化するなど、化学的安

定性の向上が課題です。今回、神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの立

川 貴士准教授のグループと、物質・材料研究機構国際ナノアーキテクトニクス

研究拠点の冨中 悟史主幹研究員を中心とする研究チームは、複数種のハロゲン

化物イオンを含むペロブスカイトを対象に、光照射による発光特性の変化がサブ

オングストローム（Å）レベルのごく僅かな結晶構造の変化によって起こること

を見出しました。また、この構造変化は、結晶表面の格子欠陥を不活性化するこ

とで抑制できることがわかりました。これらにより、様々なハロゲン組成を有す

るペロブスカイトを用いたデバイスの応用開発が進む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_10_19_01.html） 

 

（１０）JSPS「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」(学術知共創プロ

グラム)に採択 

神戸大学大学院国際文化学研究科の坂井 一成教授を研究代表者とするグル

ープによる「移住・移民の常態化を前提とする持続的多文化共生社会の構築」

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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が、日本学術振興会（JSPS）の「課題設定による先導的人文学・社会科学研究

推進事業」(学術知共創プログラム)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_10_01_01.html） 

 

（１１）JST「戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）科学技術イノベーション政

策のための科学研究開発プログラム（共進化枠）」に採択 

神戸大学バリュースクールの坂井 貴行教授を研究代表者とする研究グルー

プが、科学技術振興機構（JST）「戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）

科学技術イノベーション政策のための科学・研究開発プログラム（共推化枠）」

に採択されました。共進化枠は、客観的根拠に基づく政策形成の実践に将来的

に結びつきうる成果の創出を目的とし、政策課題の解決方法の探求や既存の施

策の改善に向けて、科学的知見をはじめとした具体的な知見の創出と提供を目

指す取り組みが対象です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_10_01_02.html） 

 

（１２）JST 未来社会創造事業（探索加速型）令和 3年度新規研究開発課題に採択 

尾崎 まみこ神戸大学名誉教授を代表とする研究グループのプロジェクトが、

JST 未来社会創造事業（探索加速型）令和 3 年度新規研究開発課題として「世界

一の安全・安心社会の実現」領域にて採択されました。この研究グループには、

藍原 祥子助教（農学研究科）、柳澤 邦昭講師（人文学研究科）、祇園 景子准教授

（バリュースクール）らが参加し、内分泌応答解析、心理学的解析、化学分析な

ど多方面からアプローチする挑戦的な研究です。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

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

2021_10_12_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） 

 

 

 

  

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

