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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。

5月のゴールデンウィークが近づいてきました。今年は2日と 6日を休める人では10連休に

なるようですが，皆様いかがお過ごしでしょうか。

★「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。
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**********************************************************************************

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

～附属中等教育学校の入学式を挙行しました(4月 8日)～

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

平成 28年 4月 8日(金)，晴れ渡る青空の下，出光佐三記念六甲台講堂にて附属中等教育学

校の第8回入学式を行いました。

附属学校では，このほか附属幼稚園，附属小学校，附属特別支援学校の入園・入学式を各学
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校園で行い，合わせて243名の新入生を迎えました。

詳細は，こちらをご覧ください。

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_04_21_02.html）

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

～【動画】第2弾武田廣学長インタビュー～

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

武田廣学長に，学生広報ボランティアがインタビューしました。武田学長が，海外での経験

話や趣味といった話から，クォーター制や学部再編，分野を越えた協働の推進など学長として

の思い・考えなどを語っています。また，学長による自己採点も。

是非ご覧ください。

詳細は，こちらをご覧ください。

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_04_11_01.html）

関連リンク

・【動画】武田廣学長インタビュー前編・後編(2015.4.1公開)

・学生広報ボランティアページ

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

～第18回学長定例記者会見を開きました (3月 31日)～

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

3月 31日（木）に第18回学長定例記者会見を開きました。

会見内容

 先端融合研究環 設置    

 日本学術振興会研究拠点形成事業   先端拠点形成型   日欧亜           

再生 目指 移住 多文化 福祉政策 研究拠点形成  採択     

 河川流画像計測                                                        

開発     利用  新展開

 法学研究科                    開設記念 高度化  企業法務 法曹継
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続教育    大学 役割  開催

詳細は，こちらをご覧ください。

（http://www.kobe-u.ac.jp/info/usr/press/press_20160331.html）

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

～University of Southern California × Kobe University Joint Research Kick-off Symposium

を開催しました(3月 31日)～

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

神戸大学は3月 31日，南カリフォルニア大学 (University of Southern California) と共

同研究のキックオフを記念した学術シンポジウムを，神戸大学百年記念館六甲ホールで開催し

ました。共同研究には，1.宇宙物理，2.分子シミュレーション，3.建築，3つのテーマが設け

られています。

南カリフォニア大学は，神戸大学が日米連携強化大学の一校に指定するカリフォニア州で最

初の私立大学で，世界大学学術ランキング（Academic Ranking of World Universities, 略称：

ARWU）では 49位，Times Higher Education社の世界大学ランキング2015-2016では 68位と，

世界的な大学として有名です。特に，工学系であるViterbi School of Engineeringは大学の

中心的なスクールとして活躍しています。このViterbi School of Engineeringと，神戸大学

工学研究科，システム情報学研究科，計算科学教育センターの3部局が本年2月に部局間協定

を締結いたしました。

詳細は，こちらをご覧ください。

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_04_14_01.html）

関連リンク

・ University of Southern California × Kobe University Joint Research Kick-off

Symposium

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

～農学研究科 石井弘明准教授  平成  年日本森林学会賞  受賞    ～

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

3 月 27～29日に日本大学で開催された第127回日本森林学会において，本学農学研究科の石

井弘明准教授が「平成28年日本森林学会賞」を受賞しました。受賞業績は「高木の樹高成長制

限に関する生理生態学的研究」です。

詳細は，こちらをご覧ください。

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_04_22_01.html）

掲載論文

・Ishii, H.R., Azuma, W., Kuroda, K.,Sillett, S.C. (2014) Pushing the limits to tree

height: could foliar waterstorage compensate for hydraulic constraints in Sequoia

sempervirens? Functional Ecology 28:1087-1093.

・ Azuma,W, Ishii, HR, Kuroda, K, Kuroda, K (2016) Function and structure of
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leavescontributing to increasing water storage with height in the tallest

Cryptomeria japonica trees of Japan.Trees 30:141-152.

関連リンク

・日本森林学会各賞 受賞者および受賞業績

・背の高い木は貯水タンクを持っていた

【 6 】イベント１---------------------------------------------------------------

～平成 28年度公開講座～

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

詳細は，こちらをご覧ください。

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

★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


