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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）第 16回神戸大学ホームカミングデイ(2022 年度)開催案内 

 （２）神戸大学人の集い開催のご案内 

 

【２】お知らせ 

 （１）保健学研究科とこうべ市民福祉振興協会が連携協定を締結 

 （２）神戸大学が「ジュニアドクター育成塾」の令和 4年度採択機関に決定 

 （３）第 6回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

 （４）伊豆諸島・青ヶ島沖の海底に眠る金鉱脈 

 （５）祭典ネオ 70白菜 CRの販売を開始 

 （６）人事が見る大学イメージランキングで本学が全国で総合 10位に 

 （７）震災文庫デジタルアーカイブでサンテレビジョン撮影の映像を新たに公開 

 （８）神戸大学ウクライナ救援募金のお礼とご報告 

 （９）令和４年度 国際共同研究強化事業【B型】－国際共同研究育成型－ 、 

国際共同研究強化事業【C型】－国際共同研究創出型－ の決定 

（１０）先端的異分野共創研究プロジェクトの決定 

 

【３】 研究ニュース 

 （１）新しい高精度シミュレーションが明らかにした星団形成の現場 

 （２）有用タンパク質の高生産性化に向けた新たなピキア酵母株の開発方針を提案 

 （３）心血管リスク因子と低体力は社会的認知機能の低下と関わる 

 （４）大村直人教授の研究グループの論文が Advances In Engineering 掲載論文に

選出 

 （５）船舶排ガス規制効果が瀬戸内海でも見えてきた？！ 

 

【４】受賞 

 （１）本学卒業生の卒業論文が「卒論 OPEN AWARD 2022」の審査員特別賞を受賞 

 （２）紺綬褒章に係る褒状の伝達式を執り行いました 

 （３）令和 4年度「優秀若手研究者賞」の受賞者が決定 

 

【５】イベント等情報 

 （１）イベント情報 

神戸大学学友会ニュースレター 
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【１】トピックス 

 

【２】お知らせ 

 （１）保健学研究科とこうべ市民福祉振興協会が連携協定を締結 

5月 26 日、神戸大学大学院保健学研究科と公益財団法人こうべ市民福祉振興

協会は、市民福祉の向上に向けて相互に協力し、地域の発展と人材の育成に寄

与することを目的に連携協定を締結しました。 

両者は、「しあわせの村」を活用した障がい者スポーツの振興を目的とした調

査研究や取り組み、地域住民の認知症予防や健康づくりを目的とした臨床研究

やプログラムの実施について、相互支援により推進することで合意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）第 16回神戸大学ホームカミングデイ(2022 年度)開催案内 

「振り返れば六甲の山並～あの頃の友に会いたい」をキャッチフレーズに、卒

業生の皆様方に学生・教職員と交流を深めていただき、さらには同窓生や先輩、

後輩、恩師との旧交を温めていただく機会として、今年もホームカミングデイを

開催いたします。 

第 19 回留学生ホームカミングデイ、学部企画、ホームカミングデイ市等のイ

ベントなど趣向をこらした企画を予定しております。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/hcd/2022/index.html ） 

 

（２）神戸大学人の集い開催のご案内 

神戸大学では、大学の現状をご説明し、意見交換・懇談いただける場として、

「神戸大学人の集い」を開催し、広く各方面でご活躍の皆様にお集まりいただ

いております。コロナ禍のため、この２年間は開催を見送りましたが、この度、

東京・大阪の順に開催することといたしました。 

本学は今年創立 120 周年を迎えました。この機会に皆様方から母校神戸大学 

への今後の展開についてご意見を賜れば幸甚に存じます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/alumni/tsudoi/index.html ） 
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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/2022_05_27_01.html ） 

 

 （２）神戸大学が「ジュニアドクター育成塾」の令和 4年度採択機関に決定 

この度、科学技術振興機構（JST）の「ジュニアドクター育成塾」令和４年度採 

択機関が発表され、本学が申請していた、企画名「神戸みらい博士育成道場」が

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/NEWS/info/2022_05_30_01.html ） 

 

 （３）第 6回神戸大学 SDGs フォーラムを開催 

5月 25 日、第 6回神戸大学 SDGs フォーラム「本質的 SDGs～持続可能な事業推

進 のための SDGs～」を開催しました。 

今回のフォーラムでは、本質的 SDGs をテーマに取り上げ、通常の企業活動で 

SDGs に向かって取り組んでおられる企業様にご講演をいただき、学生を交えた意

見交換を通じて企業活動における SDGs について考えました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_06_02_03.html ） 

 

 （４）伊豆諸島・青ヶ島沖の海底に眠る金鉱脈 

神戸大学理学研究科惑星学専攻野崎 達生客員准教授らの研究グループは、

2021 年に伊豆諸島・青ヶ島沖の海底熱水サイトの鉱石中に高濃度の金が含まれ

ていることを確認し、現在、海底調査と熱水から金を回収する技術開発を進め

ています。 

このことが、5/29 の NHK「おはよう日本」において、『ゴールドラッシュ お

きるか 深海に眠る金鉱脈』として紹介されました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_06_02_02.html ） 
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 （５）祭典ネオ 70白菜 CRの販売を開始 

－ 根こぶ病に幅広い耐病性をもち、播種後 70 日位で収穫期に達する球肥大

性の優れた中早生品種 － 

この度、神戸大学大学院農学研究科、株式会社 渡辺採種場、宮城県農業・園

芸総合研究所の共同研究により開発した根こぶ病抵抗性品種「祭典ネオ 70」の

販売を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_06_02_01.html ） 

 

 （６）人事が見る大学イメージランキングで本学が全国で総合 10位に 

日本経済新聞社と就職・転職支援の日経 HRが、上場企業と有力非上場企業の

人事担当者に対して実施した「企業の人事担当者から見た大学イメージ調査

『就職力ランキング』」において、本学が近畿で総合４位、全国で総合 10位に

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/2022_06_02_04.html ） 

 

 （７）震災文庫デジタルアーカイブでサンテレビジョン撮影の映像を新たに公開 

このたび、震災文庫デジタルアーカイブにて、株式会社サンテレビジョンよ 

り提供いただいた、阪神・淡路大震災関連映像 65件を新たに公開しました。 

これらの映像は、同社のカメラマンが被災地での取材において撮影し、震災

報道の素材となった大量の映像の一部です。今回公開する映像には、建物が被

災した神戸市立西市民病院での患者救出の様子や、他の放送局は撮影できなか

った震災当日の淡路島の被災状況など、貴重な映像が幾つも含まれています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://lib.kobe-u.ac.jp/libraries/25162/ ） 
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 （８）神戸大学ウクライナ救援募金のお礼とご報告 

本年 3 月 23 日に神戸大学ウクライナ救援募金へのご協力をお願いしましたと

ころ、教職員及び学生の皆様はもとより卒業生、学生のご家族の皆様にもご理解

ご協力を賜り誠にありがとうございました。 

5 月 13 日で募金を締め切らせていただき、皆様からお寄せいただきました

1,355,477 円の募金は、ウクライナでの人道危機対応及び救援活動の支援に役立

てていただくため、6月 3日に日本赤十字社へ送金させていただきました。 

謹んでお礼申し上げますとともに、ご報告させていただきます。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_06_03_01.html ） 

 

 （９）令和４年度 国際共同研究強化事業【B型】－国際共同研究育成型－ 、国際共同

研究強化事業【C型】－国際共同研究創出型－ の決定 

神戸大学では、優れた国際共同研究プロジェクトの創出・発展を目指すため、

国際共同研究強化事業の学内公募を行い、この度、プロジェクトに対する支援

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/2022_06_09_02.html ） 

 

（１０）先端的異分野共創研究プロジェクトの決定 

神戸大学学術研究推進機構先端的異分野共創研究推進室では、先進的かつ世 

界最高水準の異分野共創型研究を推進するため、本学のフラッグシップ研究と

なり得る異分野共創研究を、先端的異分野共創研究プロジェクト（先端的プロ

ジェクト）として重点支援しています。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_06_09_01.html ） 

  

【３】 研究ニュース 

（１）新しい高精度シミュレーションが明らかにした星団形成の現場 

星は分子雲という低温で高密度の主に水素分子からなる星間ガスの中で生ま

れますが、多数の星が近くで同時に生まれると、星団と呼ばれる星の集まりとな

ります。星団は大質量星 (太陽の約 8倍以上重い星）を含むことが多く、大質量

星が生まれる場所として注目されています。自らの重力によってガスが落ち込ん

でくるような巨大分子雲で星団や大質量星が生まれ、大質量星はやがて星の原料

となる分子ガスを電離し、吹き飛ばし、星形成を終わらせます。オリオン大星雲

は、このような過程が今まさに起こっている現場だと考えられています。 

星団形成の様子は、近年、スーパーコンピュータを用いた数値シミュレーシ 

ョンによって解析が進められています。数値シミュレーションは、天体現象の時

間進化を理解する上で重要な手法ですが、現在のスーパーコンピュータで行うこ

とができる数値シミュレーションの正確さには限界があります。 

東京大学大学院理学系研究科の藤井 通子准教授らは、独自に開発したシミュ

レーション手法を用い、これまでより星の運動を正確に解いた星団形成シミュレ
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ーションを行いました。その結果、星同士の重力相互作用によって大質量星が星

団の中心から外縁部へと弾き出される時に、星団中心部分に集まる密度の高い分

子雲の一方に穴を開け、星団の中心から一方向に広がる電離領域が作られました。

また、ガイア衛星の観測データとの比較により、オリオン大星雲の大質量星の運

動が、シミュレーションから予測されるものと一致していることを示しました。 

神戸大学からは、理学研究科惑星学専攻斎藤 貴之准教授が本研究に参加して

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/news/ 

2022_06_08_01.html ） 

 

 （２）有用タンパク質の高生産性化に向けた新たなピキア酵母株の開発方針を提案 

神戸大学先端バイオ工学研究センターの伊藤 洋一郎特命准教授・石井 純准

教授、科学技術イノベーション研究科の近藤 昭彦教授らの研究グループは、東

京大学や東北大学と共同で、タンパク質の生産能力に優れた Pichia pastoris

において、遺伝子破壊により有用タンパク質の分泌生産を高める遺伝子の取得

に成功しました。またその遺伝子破壊を組み合わせることや遺伝子（多重）破

壊株の植え継ぎ培養を行うことで、有用タンパク質を高生産するピキア酵母の

開発にも成功しました。今回の発見により、バイオ医薬品としての抗体や産業

用酵素の生産性を向上させる技術に繋がると期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/news/ 

2022_06_09_02.html ） 

 

（３）心血管リスク因子と低体力は社会的認知機能の低下と関わる 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の石原 暢助教と玉川大学脳科学研究

所の松田 哲也教授らの研究グループは、心血管リスク因子（肥満、高血圧）と

低体力が社会脳ネットワークに関係する脳活動の低下を介し、社会的認知機能

の低下と関わることを明らかにしました。健康的なライフスタイルは、疾病予

防だけでなく社会性の維持・増進にも効果があると考えられます。今後、心血

管リスク因子や体力をターゲットにした介入（運動、食事など）が社会的認知

機能に与える効果の検証、効果的な介入方法の提案に向けた研究に発展するこ

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/research_at_kobe/NEWS/news/ 

2022_06_09_01.html ） 

 

 （４）大村直人教授の研究グループの論文が Advances In Engineering 掲載論文に 

選出 

神戸大学工学研究科大村 直人教授の研究グループが発表した論文

“Friction Factor Distribution at the Side Wall of a Turbulent Agitated 

Vessel with Baffles Using a MAXBLEND Impeller”が、工学的に特に意義の

ある論文として選ばれ、Advances In Engineering (AIE) のウェブサイトにて

紹介されました。論文の筆頭著者

の越智 友亮さんは、2022 年 3 月

に工学研究科の博士課程を修了

し、博士（工学）の学位を取得しま

した (指導教員 大村直人教授)。 

 

 

 

 

 

 

 

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/news/ 

2022_06_10_01.html ） 

 

（５）船舶排ガス規制効果が瀬戸内海でも見えてきた？！ 

国立研究開発法人海洋研究開発機構の田内 萌絵氏 (神戸大学海事科学研究

科博士課程前期課程修了)、兵庫県西播磨県民局の中坪 良平氏 (神戸大学海事

科学研究科博士課程後期課程修了)、神戸大学海事科学研究科の山地 一代准教

授、神戸大学内海域環境教育研究センターの林 美鶴准教授、大阪市立環境科学

研究センターの板野 泰之主任研究員 (神戸大学海事科学研究科附属国際海事

研究センター客員教授) らの研究グループは、2020 年 1月 1日より施行された

世界の全海域を対象とする船舶排ガス規制の実施が瀬戸内海やその周辺地域

の大気質改善に与えた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/ 

2022_06_15_01.html ） 

 

【４】受賞 

（１）本学卒業生の卒業論文が「卒論 OPEN AWARD 2022」の審査員特別賞を受賞 

2022 年 3月に開催された、株式会社「知財図鑑」主催の「卒論 OPEN AWARD 

2022」において、神戸大学国際人間科学部・グローバル文化学科 4 年生（当

時）の藤井 孝弘さんが発表した卒業論文が、審査員特別賞を受賞しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_06_01_01.html ） 

 

（２）紺綬褒章に係る褒状の伝達式を執り行いました 

神戸大学の発展のために多額のご寄附をされた株式会社日本 M＆A センター

ホールディングス代表取締役社長三宅 卓氏に対し、日本国政府より紺綬褒章

に係る褒状が授与され、5 月 16 日に株式会社日本 M＆A センターにおいて伝達

式を執り行いました。 

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/NEWS/info/2022_06_07_01.html ） 

 

 （３）令和 4年度「優秀若手研究者賞」の受賞者が決定 

神戸大学では、卓越した業績を挙げた若手研究者が、将来本学の研究リーダ 

ーとして活躍することを期待し、また若手研究者らの活性化を図るため、その

研究結果・積み重ねに対して表彰を行う「優秀若手研究者賞」を毎年度実施し

ており、このたび令和 4年度の受賞者が決定しました。 

 

○詳細は、こちらをご覧ください。 

（ https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2022_06_15_01_1.html ） 

 

【５】イベント等情報 

（１）イベント情報 

令和４年度の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/NEWS/event/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/

