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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。 

 

梅雨も明け，夏本番となり暑い日が続いておりますが，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。 

 

 

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

【 1 】お知らせ１ ～神戸大学広報誌「風」7号を発刊しました～ 

【 2 】お知らせ２ ～留学生と小学生の交流会が開かれました～ 

【 3 】お知らせ３ ～「第 14回夏期日本語日本文化研修プログラム」を実施しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～日独共同学長シンポジウムと日仏高等教育改革シンポジウムに参加し

ました～ 

【 5 】お知らせ５ ～短期サマースクール「One week experience in Kobe University」を

開催しました～ 

【 6 】ニュース１ ～水素を合成する遺伝子の改変でバイオプラスチック原料の増産に成功

－神戸大学チームも貢献－～ 

【 7 】ニュース２ ～農学研究科中屋敷均教授が「第 32回講談社科学出版賞」を受賞しまし

た～ 

【 8 】ニュース３ ～火星ダストデビルの性質解明に神戸大学チームも貢献 ―火星天気予報

や火星有人探査への一歩―～ 

【 9 】ニュース４ ～毒のないジャガイモ －さらに萌芽を制御できる可能性の発見－（理研・阪

大・神大グループ）～ 

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

 

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_22_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_15_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_15_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_21_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_21_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_25_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_25_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_21_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_21_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_22_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_22_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_02.html


2 
 

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

～神戸大学広報誌「風」7 号を発刊しました～ 

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

神戸大学広報誌「風」7号を 7月 22日(金)，発刊しました。学生の登場を増やすなど，コン

テンツをリニューアルしています。本サイトでも PDFファイルを公開していますのでご覧くだ

さい。 

巻頭の第 1特集は「文理融合の人材育成で先端科学を社会へ」。今春スタートした科学技術

イノベーション研究科が何を目指すのか，クローズアップしています。第 2特集は「古文書を

眠らせない文理融合の知恵」で経済経営研究所の髙槻泰郎准教授の研究を紹介。新コーナーの

神大生，実はすごいんですでは，全日本優勝 2連覇の女子タッチフットボール Rooksを取り上

げています。KOBE教育では，法経連携専門教育プログラムを学生広報ボランティアがレポート

しています。是非ご覧になって，広報課に感想をお寄せください。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_22_02.html） 

 

関連リンク 

・神戸大学広報誌『風』  

・神戸大学広報誌『風』読者アンケート - 感想をお寄せください 

 

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

～留学生と小学生の交流会が開かれました～ 

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

神戸大学の留学生が 7 月 4 日，六甲台キャンパスに近い神戸市立鶴甲小学校との第 34 回交

流会に参加しました。 

この交流会は，国際教育総合センター（旧留学生センター）と鶴甲小学校が連携して開き，

毎年恒例の教育プログラムになっています。今回はセンター所属の日本語予備教育コース生，

日本語・日本文化研修留学生，そして，集中日本語コース生の計 15名が授業科目の一環として

参加しました。 

 

       

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_22_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/info/public-relations/magazine/kaze/index.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_22_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/info/public-relations/magazine/kaze/index.html
http://www.kobe-u.ac.jp/info/public-relations/magazine/kaze/enquete.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_15_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/info/2016_07_15_01.html） 

 

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

～ 「第 14 回夏期日本語日本文化研修プログラム」を実施しました～ 

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

国際教育総合センター留学生教育部門（旧留学生センター）は，毎年，海外協定大学の学生

を対象とした「夏期日本語日本文化研修プログラム」を実施しています。今年は，韓国，中国，

香港，オーストラリア，アメリカ，カナダ，スウェーデン，イギリス，フィンランド，オース

トリアの 16大学から 23名の留学生が来日し，7月 5日から 7月 14日の約 10間，日本語・日

本文化について学びました。 

今年のプログラムでは，SNS 時代の日本の若者，就職や日本の雇用制度，結婚，少子高齢化

の問題など，日本社会の時事問題を取り上げ，日本語で「読む・書く・聞く・話す」ことを通

して，日本語運用能力を高めるとともに，日本社会に対する理解を深めることを目指しました。

日本社会・日本文化について日本語で学ぶという共通の目的の下，神戸大学に集まった 10か国

からの学生達は，少し難易度の高い語彙を含む読解文にも真摯に挑み，真剣に学習に取り組ん

でいました。 

   

          

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_15_02.html） 

 

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

～日独共同学長シンポジウムと日仏高等教育改革シンポジウムに参加しました～ 

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

6月 28日(火)から 29日(水)にベルリンにて日独共同学長シンポジウムが，7月 1日（金）に

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_15_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_15_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_15_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_21_03.html
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パリにて日仏高等教育改革シンポジウムが開催され，本学から井上典之国際担当理事・副学長

が参加しました。 

日独共同学長シンポジウムは，国立大学協会（JANU），ドイツ大学学長会議（German Rectors' 

Conference（HRK））及びベルリン日独センター（Japanese-German Center Berlin）との共催

で，日本からは国公私立を合わせて 45大学 90名が参加（うち国立大学からは 29大学 50名が

参加）し，「教育，研究，イノベーション－大学がみずから抱く学問の本質的価値と社会から

の要請の狭間における高等教育」をテーマに活発な議論が交わされました。 

日仏高等教育改革シンポジウムは，国立大学協会（JANU），フランス大学長会議（The 

Conference of University Presidents: CPU）及びフランス技師学校長会議（French 

Engineering Schools Directors Council）との共催で，日本からは国公私立を合わせて 31大

学 47名が参加（うち国立大学からは 18大学 28名が参加）し，「高等教育におけるイノベーシ

ョン」をメインテーマに３つのセッションに分かれて議論が交わされ，本学の井上理事は，セ

ッション 2の日本側スピーカーとして，「Innovation as the keyword for the reform of Kobe 

University」をテーマに本学の取り組みについて発表を行い，参加者と活発な議論を交わしま

した。 

また，井上理事は期間中の移動時間を活用して，ベルリン自由大学，エクス－マルセイユ大

学を訪問し，大学間交流について意見交換を行いました。 

   

 

【 5 】お知らせ５------------------------------------------------------------------- 

～短期サマースクール「One week experience in Kobe University」を開催しました～ 

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

神戸大学自然科学系 6部局の主催，JST「さくらサイエンスプラン」及び神戸大学「国際交流

事業促進基金」の支援により，海外協定校から 19名の自然科学系学生を招聘し短期サマースク

ール「One week experience in Kobe University」を 7月 11日から 15日まで開催しました。 

英語による講義に加え、練習船「深江丸」の乗船実習や附属食資源教育研究センターでの農

業実習を行い、学外施設としてポートアイランドの京コンピューター、SPring-8などを見学し

ました。最終日には、冨山工学研究科長より修了証書がひとりひとりに手渡され、別れを惜し

みつつ 1週間のプログラムが終了しました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_25_01.html
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【 6 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～水素を合成する遺伝子の改変でバイオプラスチック原料の増産に成功－神戸大学チームも貢献

－～ 

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

明治大学農学部の小山内崇専任講師と飯嶋寛子共同研究員らの研究グループは，理化学研究

所の平井優美チームリーダー，近藤昭彦チームリーダー，白井智量副チームリーダー，神戸大

学大学院科学技術イノベーション研究科の蓮沼誠久教授，ポルト大のタマニーニ教授らの研究

グループと共同で，ラン藻の水素を合成する酵素の遺伝子改変によって，コハク酸と乳酸の増

産に成功しました。これにより，二酸化炭素をバイオプラスチック原料に直接変換する新しい

方法が見出されました。本研究成果は，米国科学誌「Algal Research」に近く掲載される予定

です。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_21_01.html） 

 

関連リンク 

・科学技術イノベーション研究科   

 

【 7 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～農学研究科中屋敷均教授が「第 32 回講談社科学出版賞」を受賞しました～ 

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

平成 28 年 7 月 20 日，第 32 回講談社科学出版賞の受賞作品が発表され，神戸大学大学院農

学研究科・中屋敷均教授の著書『ウイルスは生きている』の受賞が決定しました。  

講談社科学出版賞は 1985 年に創設された歴史ある賞であり，自然科学全般における一般向

けの科学書籍を選考対象としています（選考委員：浅島 誠・小林 誠（ノーベル賞受賞者）・

藤嶋 昭・山根一眞・吉永良正）。今回の受賞作『ウイルスは生きている』は，一般には災厄を

招くものと認識されるウイルスが，生物界において共生者，また進化を促す存在として果たし

てきた役割を分かりやすく解説し，「ウイルスは生物ではない」とするこれまでの生物学の認

識に一石を投じる内容となっています。 

 

関連リンク 

・講談社のプレスリリース    

 

練習船「深江丸」にて 附属食資源教育研究センターにて 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_21_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_21_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_21_01.html
http://www.stin.kobe-u.ac.jp/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_07_22_03.html
http://www.kodansha.co.jp/about/nextgeneration/award/25044.html
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【 8 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～火星ダストデビルの性質解明に神戸大学チームも貢献 ―火星天気予報や火星有人探査への

一歩―～ 

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

理化学研究所計算科学研究機構の西澤誠也研究員及び富田浩文チームリーダーと，北海道大

学の小高正嗣助教，石渡正樹准教授，神戸大学大学院理学研究科の高橋芳幸准教授，林祥介教

授，松江工業高等専門学校の杉山耕一朗准教授，九州大学の中島健介助教，京都大学の竹広真

一准教授らの共同研究グループは，スーパーコンピュータ「京」※1 を用いた超高解像度シミ

ュレーションにより，火星大気中の「塵旋風（じんせんぷう）」を大量に再現し，その大きさ

や強さの統計的性質を明らかにしました。今後，さらにシミュレーションを重ね，季節や場所

による性質の違いを明らかにすることにより，火星天気予報の実現や，無人探査機のみならず

有人探査機における火星への着陸・地上活動に貢献すると期待できます。 

本研究は，米国の科学雑誌『GeophysicalResearch Letters』（5月 16日号）に掲載され，

同誌ウェブサイトでハイライトされました。また，米国の科学雑誌『Eos Earth & Space Science 

News』（6月 23日付）のリサーチスポットライトでも取り上げられました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_01.html） 

 

関連リンク 

・大学院理学研究科   

  ・惑星科学研究センター 

 

【 9 】ニュース４------------------------------------------------------------------- 

～毒のないジャガイモ －さらに萌芽を制御できる可能性の発見－（理研・阪大・神大グループ）～ 

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

理化学研究所環境資源科学研究センターの梅基直行上級研究員，斉藤和季グループディレク

ター，大阪大学大学院工学研究科の村中俊哉教授，神戸大学大学院農学研究科の水谷正治准教

授らの共同研究グループは，ジャガイモに含まれる有毒物質であるソラニンなどの「ステロイ

ドグリコアルカロイド（SGA）※1」の生合成に関わる遺伝子「PGA1」と「PGA2」を同定し，こ

れらの遺伝子発現を抑制すると SGAを作らなくなるとともに，ジャガイモの萌芽を制御できる

可能性を発見しました。この結果は，毒がなく，かつ萌芽を制御できるジャガイモを育種でき

る可能性を示しています。 

本成果は，米国の科学雑誌『Plant Physiology』（8月号）に掲載されるのに先立ち，オンラ

イン版（6月 15日付け）に掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_02.html） 

 

関連リンク 

・神戸大学大学院農学研究科    

  ・理化学研究所環境資源科学研究センター 

・大阪大学大学院工学研究科    

  ・記者発表資料(PDF形式) 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_01.html
http://www.sci.kobe-u.ac.jp/index.htm
https://www.cps-jp.org/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_07_26_02.html
http://www.ans.kobe-u.ac.jp/
http://www.csrs.riken.jp/jp/
http://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/
http://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/research/2016_07_26_01.pdf
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★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.com/alumni/

