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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。 

 

本学では，今月「学部学生，大学院修士・博士前期課程，専門職学位課程」 ，「 大学院博士・

博士後期課程，論文博士」の学位記授与式が挙行されます。 

                                                                         

★「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)」に在学生の登録が増えてきています。 

 ネットワークを通じて卒業生と在学生が連絡を取り合える機能を有していますので，卒業

生のみなさまも，奮って登録をお願いいたします。 

 登録いただく折，又は登録内容の更新の際に「OB・OG 訪問」受付可能とすることにより在

学生との交流が可能となります。 

在学生にとって，先輩である卒業生の皆様との接点はとても貴重なものです。もし，OB・OG

訪問を受けていただける方は，KU-Netログイン後，利用設定の「OB・OG訪問を受ける」にチ

ェックし，保存すると設定完了となります。 

 

 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。 

 

***** インフォメーション ******************************************************* 

【 1 】お知らせ１ ～歓喜の声響き渡る 前期日程の合格者発表が行われました～ 

【 2 】お知らせ２ ～サイバー空間の脅威に対処するため，兵庫県警察，兵庫県立大学と連携

協定を締結しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～サンフランシスコ支部からの活動報告～ 

【 4 】お知らせ４ ～第 11 回 APAIE 年次大会（APAIE 2016）に参加しました～ 

【 5 】ニュース１ ～においを感じる細胞が規則正しく整列する仕組みを解明～ 

【 6 】ニュース２ ～海水の分析で魚の分布が明らかに～ 

【 7 】ニュース３ ～植物の「呼吸」を支える遺伝子を発見～ 

********************************************************************************** 

 

【 1 】お知らせ１------------------------------------------------------------------- 

～歓喜の声響き渡る 前期日程の合格者発表が行われました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学は 3月 9日(水)，平成 28年度入学試験前期日程の合格者を発表しました。11学部

を 5,517人が受験し，2,026人が合格，平均倍率は 2.7倍でした。 
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あいにくの雨のなか，発表前から多くの受験生，保護者，学生，教職員が集まっていました。

午前 10時，各学部前で合格者の受験番号を一斉に掲示。六甲台本館玄関前では，経済学部，経

営学部，法学部の合格者番号が張られたボードが引っ張り出されました。自分の番号を見つけ

て大きな声で「あったーっ」と叫んだり，しみじみと喜びを噛みしめたり，自分の番号をカメ

ラに収める受験生。運動系，文化系部活のメンバーやサークルの学生たちが歓迎イベントのチ

ラシを配り，アメリカンフットボール「RAVENS」のメンバーは合格者を次々と空高く胴上げ。

合格者はこれから始まる大学生活に胸を躍らせていました。 

 

  
 

法学部に合格した福岡高校 3年生の男子生徒は満面の笑みで，「大学生活では司法試験の勉

強に励み，将来は検察官になりたい」と話していました。 

 

【 2 】お知らせ２------------------------------------------------------------------- 

～サイバー空間の脅威に対処するため，兵庫県警察，兵庫県立大学と連携協定を締結しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_03_03_01.html
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神戸大学は 2月 19日（金），兵庫県警察，兵庫県立大学との間で，高度化・複雑化するサイ

バー空間の脅威に的確に対処し，安全で安心なインターネット空間の構築を目指すことを目的

として，技術研究・人材育成を柱とした連携・協力に関する「連携協定」を締結しました。 

        

武田学長（左） 太田県警本部長（中央） 清原県立大学長（右）  

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_03_03_01.html） 

 

関連リンク 

 ・兵庫県立大学 

・兵庫県警察 

 

【 3 】お知らせ３------------------------------------------------------------------- 

～サンフランシスコ支部からの活動報告～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

①サンフランシスコ同窓会創立５年を記念した新年会が開催されました 

去る 2 月 28 日に，神戸大学サンフランシスコ同窓会新年会と称した集まりが開催されまし

た。当同窓会は 2010年秋に設立されましたので，2015年の秋にて創立 5年を迎えております。

そのため今回の集まりは 5周年を記念して，普段とは少々異なったイベント満載の集まりとな

りました。 

まずは，2010年同窓会設立当時からご参加くださり，同窓会の重鎮でいてくださっている友

永哲夫さん（理），白石義明さん（経営）のご挨拶，乾杯のご発声から会が始まりました。続い

て，同窓会設立に奔走してくれて現在は日本に帰国している山口恭子さん（理），山口泰人さん

（理），高崎輝恒さん（理）が日本から寄せてくれたメッセージを，当同窓会が誇るアナウンサ

ーの福野理恵さん（発達）が朗読してくださり，メッセージの内容もさることながら，福野さ

んのプロのアナウンス技術に会員一同聞き惚れました。その後，新入会員の自己紹介，日本に

帰国される会員からのお別れの言葉，その合間にはいつものように会員同士での歓談などがあ

りました。 

最後に同窓会創立 5周年を記念して「神戸大学グッズが当たるビンゴ大会」が催され，おお

いに盛り上がりました。 

同窓会の立ち上げ当初には，この地でこんなにたくさんの神戸大学卒業生に出会えるとはつ

ゆとも思わなかったのですが，あっという間に創立 5周年を迎え，このようなイベントのたび

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_03_03_01.html
http://www.u-hyogo.ac.jp/topics/topics/27/20160229/index.html
http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/
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にたくさんの会員の皆様にご参加いただいていることには不思議なご縁を感じます。また，現

幹事である小池通輝さん（国際文化），敏森将直さん（理・自然），敏森美穂さん（理・自然）

にも心より御礼申し上げます。 

これからもこの地で楽しく同窓会活動を継続し，このように節目節目には記念になるような

集まりを開催できたらと願ってやみません。 

代表幹事・大保三穂 （理・自然） 

 

       
 

②「Kobe International Club」について 

 かねてより神戸市長からサンフランシスコ支部への協力依頼で企画が進められていた

「Kobe International Club」の第一号として，「Kobe International Club Silicon Valley」

が設立されました。 

 

関連リンク 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2016/02/20160222012001.html 

 

 

【 4 】お知らせ４------------------------------------------------------------------- 

～第 11 回 APAIE 年次大会（APAIE 2016）に参加しました～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

2 月 29 日～3 月 4 日，本学はオーストラリア・メルボルンで開催された第 11 回 APAIE 年次

大会（APAIE 2016）へ参加しました。 

APAIE（Asia-Pacific Association for International Education）とは，世界の大学等機関

の国際化を推進するアジア太平洋地域の国際教育交流団体であり，世界各国の国際教育関係者

が一堂に会する年次大会は，ネットワーキング強化の場及び国際教育における専門性を高める

場として広く活用されています。 

この度本学は，「STUDY in JAPAN」の一員として日本の他の大学等機関と合同でブースを出展

し，緒形康アジア総合学術センター長と国際企画課職員が参加しました。参加期間中，本学は

アジア太平洋地域を中心とする世界各国の 40 を超える大学等機関と懇談を行い，本学と学術

交流協定を締結している大学とは，双方のこれまでの交流実績を基盤に，より強固な協力関係

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2016/02/20160222012001.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_03_09_03.html
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を構築することを確認するとともに，今後の新たな展開について協議しました。また，学術交

流協定は締結していないものの，研究者間での緊密な交流実績を有する大学とは，学術交流協

定の締結を含めた双方の協力関係の可能性について協議しました。 

 

    

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_03_09_03.html） 

 

【 5 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～においを感じる細胞が規則正しく整列する仕組みを解明～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院医学研究科の勝沼沙矢香さん(博士課程)と富樫英助教らの研究グループは，

鼻腔の奥で匂いを感じる嗅上皮で，異なる機能をもつ 2種類の細胞がモザイク様に並ぶメカニ

ズムを世界で初めて明らかにしました。今後，さまざまな組織が形成される際の細胞の運動や

並び方を決定する共通原理として広く普及することが期待されます。この研究成果は 2 月 29

日，米国科学誌「The Journal of Cell Biology」に掲載されました。 

 

(左）異なるカドヘリンをもつ細胞は分離する。(中)異なるネクチンをもつ細胞は互いにつよく接着し，互い違いに混ざり合

うモザイクパターンになる。内耳がこれに該当する。(右)異なるカドヘリンとネクチンをもつ細胞は，片方だけが混ざるモザ

イクパターンになる。嗅上皮はこれに該当する。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_03_09_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_02_29_01.html
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詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_02_29_01.html） 

 

掲載雑誌 

The Journal of Cell Biology   

 

論文タイトル 

Synergistic action of nectins and cadherins generates the mosaic cellular pattern 

of the olfactory epithelium 

 

【 6 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～海水の分析で魚の分布が明らかに～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の山本哲史学術推進研究員らの研究グループは，海水

中に放出された魚類の DNA量を観測することで，周辺に生息する魚群の規模を把握できること

を世界で初めて明らかにしました。これにより，魚類分布の調査を短時間で効率的に行うこと

が可能となり，長期的な観測手法としても期待されます。この研究成果は 3月 2日米国オンラ

イン科学誌「PLOS ONE」に掲載されました。 

    

舞鶴湾の 47箇所で表層水と底層水をそれぞれ 1リットル汲み取り，そこに含まれるマアジの環境 DNA量を 

リアルタイム PCR法によって測定。赤いほど DNA濃度が濃い。ＤＮＡ量の分布と魚群探知機で検出した魚の 

分布を比較したところ，環境ＤＮＡ量からマアジの分布を定量的に推定できることがわかった。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_03_03_01.html） 

 

掲載雑誌 

PLOS ONE  

 

論文タイトル 

Environmental DNA as a 'snapshot' of fish distribution: a case study of Japanese 

jack mackerel in Maizuru Bay, Sea of Japan  

 

関連リンク 

 ・人間発達環境学研究科 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_02_29_01.html
http://jcb.rupress.org/
http://jcb.rupress.org/content/212/5/561.abstract
http://jcb.rupress.org/content/212/5/561.abstract
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_03_03_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_03_03_01.html
http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja
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【 7 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～植物の「呼吸」を支える遺伝子を発見～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

神戸大学大学院農学研究科の三宅親弘准教授，高木大輔さん(同博士後期課程)らの研究グル

ープは，植物がもつ特定の遺伝子が，光合成の過程で発生する植物にとって有害な分子の働き

を抑制することを明らかにしました。水不足などの環境ストレス下での植物の生育に関する研

究に拍車がかかることが期待されます。この研究成果は 2 月 16 日，米植物生物学会専門誌

「Plant Physiology」にオンライン掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_03_07_01.html） 

 

掲載雑誌 

Plant Physiology   

 

論文タイトル 

Suppression of chloroplastic alkenal/one oxidoreductase represses the carbon 

catabolic pathway in Arabidopsis thaliana leaves during night 

 

関連リンク 

 ・農学研究科 

 

 

★学友会のホームページ 

（http://www.kobe-u.com/alumni/） 

 

■無断での転載，再配布を禁止します。 

(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/NEWS/research/2016_03_07_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_03_07_01.html
http://www.plantphysiol.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26884484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26884484
http://www.ans.kobe-u.ac.jp/
http://www.kobe-u.com/alumni/

