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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。 

 

神戸では最高気温が９℃も下がり急に寒さが増しました。六甲山もかなり色づいて来ました

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 ～ロバート・ゴードン大学から訪問がありました～ 

【 2 】お知らせ２ ～神戸大学ブリュッセルオフィス第 7回シンポジウムを開催しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～神戸大学海外アドバイザリーボードを開催しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～武田廣学長がサンルイ大学長を表敬訪問しました～ 

【 5 】お知らせ５ ～武田廣学長がエルテ大学を表敬訪問し，大学間学術交流協定に調印し

ました～ 

【 6 】お知らせ６ ～ヤゲウォ大学法学部(ポーランド)と Joint Lecture Series について

の覚書を締結しました～ 

【 7 】お知らせ７ ～神戸大学オフショアセーリング部が世界大会に出場しました～ 

【 8 】ニュース１ ～2-アミノ酪酸による新たなグルタチオン代謝制御機構を発見 －錆びな

い体づくりの秘訣として期待－ 

【 9 】ニュース２ ～遠隔操作性と繊細な作業性を備えた建設ロボットを開発～ 

【 10 】ニュース３ ～末梢血幹細胞採取に使用する G-CSF製剤の副反応のメカニズムを解明 

―移植医療の発展に大きな貢献―～ 

【 11 】ニュース４ ～西之島周辺にて「離島火山モニタリングシステム」の試験運用に成功 

―防災・減災に貢献する新システム、実用化に向け加速―～ 
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【 12 】イベント１ ～第 11回ホームカミングデイを開催しました～ 

【 13 】イベント２ ～第 13回留学生ホームカミングデイを開催しました～

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

 

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

～ロバート・ゴードン大学から訪問がありました～ 

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

10月 6日，ロバート・ゴードン大学から，ドネラ・ビートン事業開発部長が来学し，武田廣

学長を表敬訪問しました。本学側からは，井上典之国際担当理事・副学長，小田啓二副学長 (研

究推進担当)が同席しました。 

懇談では，はじめに武田廣学長から，訪問に対する歓迎の言葉が述べられました。続いて，

ビートン事業開発部長からロバート・ゴードン大学の紹介が行われ，スコットランドの大学教

育事情や本学の海事科学研究科の取り組み等について，意見交換がされました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_10_01.html） 

 

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

～神戸大学ブリュッセルオフィス第 7回シンポジウムを開催しました～ 

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

神戸大学は 11 月 8 日にベルギー・ブリュッセルで第 7 回となるシンポジウム“Emerging 

Sciences and a Changing World: EU-Japan in Transition- ”を開催しました。本シンポジ

ウムには，日 EU政府関係者，研究者，学生，ビジネスパーソンなど 80名を超える参加があり

ました。 

小川真人副学長・研究/産学連携担当理事の司会の下，オープニングでは，武田廣学長，

Caroline Pauwelsブリュッセル自由大学（蘭語系）学長，兒玉和夫欧州連合日本政府代表部特

命全権大使，Wolfgang Burtscher欧州委員会研究イノベーション総局副局長が挨拶し，日欧の

一層の研究協力に対する期待を示しました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_15_05.html） 

 

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

～神戸大学海外アドバイザリーボードを開催しました～ 

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

神戸大学は 11 月 7 日にベルギー・ブリュッセルの本学オフィスでアドバイザリーボードを

開催しました。アドバイザリーボード委員からはヘルマン・ヴァン・ロンプイ 前欧州理事会常

任議長，ミヒャエル・ライテラー 欧州対外行動局アジア太平洋部上級顧問，ロジャー・グッド

マン オックスフォード大学社会科学部長，ジリ・ドラホシュ チェコ共和国科学アカデミー会

長を招聘しました。 

吉田健一神戸大学ブリュッセルオフィス所長の司会の下，始めに武田廣学長が挨拶し，続い

て小川真人副学長・研究/産学連携担当理事と井上典之副学長・国際担当理事がそれぞれ本学の

研究活動と組織改革・国際教育研究活動についてプレゼンテーションを行いました。 

委員から，若手研究者の国際共同研究助成，年俸制の導入，社会実装を支える仕組みなどに
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ついて，所属機関との比較を交えながら，評価および意見が表明されました。 

本学は今後も海外拠点を中心に国外でもアドバイザリーボードを開催し，ガバナンス機能の

強化に努めます。 

  

 

  

 

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

～武田廣学長がサンルイ大学長を表敬訪問しました～ 

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

11月 7日，武田廣学長は本学の協定校であるサンルイ大学（ベルギー）の Pierre Jadoul学

長を表敬訪問しました。 

サンルイ大学とは 2014年に大学間学術交流協定を締結しており，国際文化学研究科，法学研

究科，経済学研究科と学生交換を実施するなど，教育・研究交流が盛んに行われています。2016

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_15_03.html
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年 10月 12日には，日本・ベルギー友好 150周年を記念したフィリップ・ベルギー国王・マチ

ルド王妃両陛下の来日にあわせ，両陛下出席のもとで交流拡大のための覚書に調印しました。 

この度の学長間の懇談には，小川真人副学長・研究/産学連携担当理事，井上典之副学長・国

際/内部統制担当理事，油井清光学長補佐（国際連携担当），吉田健一神戸大学ブリュッセルオ

フィス所長も同席し，現在の交流状況を確認し合った後，教員交流プログラムを含む本学との

より緊密な連携について協議しました。その後，表敬訪問にあわせて両大学の交換留学参加者，

参加予定者と懇談を行いました。今回の訪問を通して，パートナーシップの強化に向けて両大

学間での協力を促進していくことで合意しました。 

 

   

 

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

～武田廣学長がエルテ大学を表敬訪問し，大学間学術交流協定に調印しました～ 

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

11 月 10 日，武田廣学長はエルテ大学（ハンガリー）を表敬訪問しました。エルテ大学 は，

1635 年創立の，ハンガリー・ブダペストに所在する公立の総合大学であり，本学とは人文学，

発達環境学など多分野において，研究者間で学術交流が行われてきました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_17_02.html） 

 

【 6 】お知らせ６------------------------------------------------------------------- 

～ヤゲウォ大学法学部(ポーランド)と Joint Lecture Series についての覚書を締結しました

～ 

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

10月 24日，神戸大学法学研究科は，ヤゲウォ大学法・行政学部との Joint Lecture Series 

についての覚書を，現地で執り行われた調印式において締結しました。本学からは，井上典之

副学長・国際担当理事及び Joint Lecture Seriesに参加する法学研究科教員が，ヤゲウォ大学

からはJerzy Pisuliński法・行政学部長，Andrzej Mania法・行政学部教授・前ヤゲウォ大学

教育担当副学長が調印式に参加しました。調印式では，今後の活発な交流に対する大きな期待

が示されました。 

神戸大学は所属教員を協定校に派遣し講義を行うユニット派遣制度による国際交流拡充を図

っており，ヤゲウォ大学比較文明研究所と 2014年度より教員派遣を実施してきました。本覚書

は，双方の大学が教員を派遣し合い講義を行うものであり，ユニット派遣制度にかかわるプロ

グラムとして締結されたものです。 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_17_02.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_11_18_03.html） 

 

【 7 】お知らせ７------------------------------------------------------------------ 

～神戸大学オフショアセーリング部が世界大会に出場しました～ 

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

11月 2日〜7日にかけて，フランス，ラロッシュ市で開催された大型ヨットの学生世界大会

（Student Yachting World Cup 2015）にオフショアセーリング部が出場しました。今回で 5度

目の出場となります。 

最終出場チームは 5カ国 3地域 8チーム。強風予想に反して順風，軽風のコンデションの状

況でしたが，神戸大学チームは残念ながら 8位・最下位の成績に終わりました。世界レベルの

技術（ボートスピード，タクテクスなど）を体験し厳しい艇のレギュレーションチックに苦労

し，次回への教訓を得ました。また，圧倒的なヨットの数が並ぶ風景に感激したり，同世代の

各チームの元気な学生との連日のパーティーを楽しんだりするなど貴重なグローバル体験とな

りました。 

 

    

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_22_01.html） 

 

【 8 】ニュース１------------------------------------------------------------------ 

～2-アミノ酪酸による新たなグルタチオン代謝制御機構を発見 －錆びない体づくりの秘訣と

して期待－～ 

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

神戸大学医学研究科立証検査医学分野の入野康宏特命助教・杜隆嗣特命准教授らは，同医学

研究科循環器内科学分野の平田健一教授および神戸薬科大学薬品化学研究室の宮田興子教授ら

の研究グループと共同で，日常の食事中にも存在する 2-アミノ酪酸（2-AB）がグルタチオン代

謝の制御に深く関与しており，経口から摂取するだけで生体内のグルタチオンを効率的に増や

すことができることを世界で初めて明らかにしました。 

グルタチオンは抗酸化作用や解毒作用を介して生命の維持に重要な役割を担っており，今回

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_18_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_22_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_22_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_09_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_09_01.html
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の発見が老化やがん，生活習慣病，動脈硬化，アルツハイマー病など酸化ストレスが関与する

様々な疾患，さらには薬剤や毒物による臓器障害に対する新たな予防・診断・治療法の開発に

貢献することが期待されます。 

この研究成果は，11月 9日(日本時間)に英国科学雑誌「Scientific Reports」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_11_09_01.html） 

 

【 9 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～遠隔操作性と繊細な作業性を備えた建設ロボットを開発～ 

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

内閣府総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）

タフ・ロボティクス・チャレンジ（プログラム・マネージャー：田所 諭）の一環として，研究

開発課題「災害対応建設ロボットの開発」責任者大阪大学大学院工学研究科 吉灘 裕（よしな

だ ひろし）特任教授(常勤)，神戸大学大学院工学研究科 横小路 泰義（よここうじ やすよし）

教授，東北大学未来科学技術共同研究センター 永谷 圭司（ながたに けいじ）准教授，東北大

学大学院情報科学研究科 昆陽 雅司（こんよう まさし）准教授，東京大学大学院工学系研究科 

山下 淳（やました あつし）准教授，東京工業大学工学院システム制御系 田中 正行（たなか 

まさゆき）准教授らは，従来の建設機械と比較して，作業性・機動性を飛躍的に高めた災害対

応重作業ロボット（建設ロボット）の実験機を開発しました。 

 

本件に係る詳細はこちらをご覧ください：詳細資料（科学技術振興機構 HP）  

 

【 10 】ニュース３------------------------------------------------------------------ 

～末梢血幹細胞採取に使用する G-CSF製剤の副反応のメカニズムを解明 ―移植医療の発展に

大きな貢献―～ 

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

神戸大学医学研究科血液内科学分野の片山義雄講師と同分野川野裕子大学院生らの研究グル

ープは，白血病などの治療に欠かせない，末梢血幹細胞採取に用いられる G-CSF製剤による発

熱や痛みなどの副反応のメカニズムを解明しました。 

G-CSF 製剤を用いた末梢血幹細胞採取は，造血細胞移植のもっとも重要な手段となっていま

す。また，同製剤は，血液疾患に対する医療現場のみならず，がん治療の現場でも大変関心の

高い薬剤です。しかしながら，その副反応のメカニズムはこれまでほとんど明らかにされてお

らず，医療現場ではその解明に高い関心が寄せられていました。 

本研究の成果は，G-CSF 製剤の副反応のメカニズムのみならず，ただ体内に侵入した外敵を

食べるだけと思われがちな血液細胞「好中球」の新たな機能をつきとめており，血液細胞が作

られ，維持される過程のより深い理解のみならず，よりよい末梢血幹細胞採取の方法につなが

る可能性が期待されます。 この研究成果は，11月 9日(日本時間)に米国科学雑誌「Blood」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_11_14_01.html） 
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【 11 】ニュース４------------------------------------------------------------------ 

～西之島周辺にて「離島火山モニタリングシステム」の試験運用に成功 ―防災・減災に貢献す

る新システム，実用化に向け加速―～ 

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

神戸大学大学院理学研究科，東京大学地震研究所，海洋研究開発機構の研究チーム(※1)は，

本年 10月に実施されたＫＳ-16-16 航海(※2)において，2013年 11月の噴火後 2年以上にわた

って噴火を続けた西之島周辺海域に，新しく開発された離島火山モニタリングシステムを投入

し，試験運用を実施しました。 

本システムは，波の力だけで自律的に海面を運航することができるウェーブグライダーを用

いて，火山監視のために必要な画像撮影用カメラ，水中及び空中での音波測定による地震・空

振観測，火山の山体の崩落等による津波発生を検知するＧＰＳ波浪計を装備しており，これら

の装置が本システムの西之島周辺の運航中に正常に稼働することが確かめられました。 

また，リアルタイムモニタリングのために，地震・空振計及び波浪計の測定データを西之島

から１０００ｋｍ以上はなれた陸のサーバーに，衛星通信により継続的に伝送することに成功

しました。 

今回の試験運用によって，離島火山モニタリングシステムの開発段階がほぼ終了したため，

今後は日本に多くある離島火山のモニタリングに向けて，実用的な運用のための準備を開始す

る計画です。 

（※1）杉岡裕子（神戸大学大学院理学研究科），市原美恵・西田究・馬場聖至（東京大学地

震研究所），浜野洋三・多田訓子（海洋研究開発機構） 

（※2）KS16-16 航海：主席研究者：武尾 実 東京大学地震研究所教授，使用船舶：東北海洋

生態系調査研究船「新青丸」，期間：平成 28年 10月 16日～10月 25日 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_22_01.html） 

 

【 12 】イベント１------------------------------------------------------------------ 

～第 11回ホームカミングデイを開催しました～ 

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

神戸大学第 11回ホームカミングデイが，10月 29日，紅葉で木々が色づく神戸大学各キャン

パスで開催されました。2006 年から始まったホームカミングデイも今年で 11 回目となり，卒

業生，教職員約 2,000人が参加しました。 

記念式典は，今年も本学卒業生でフリーアナウンサーの朝山くみさん (平成 11 年経済学部

卒) の司会で開催され，卒業生，教職員に加えて，カンボジア神戸大学同窓会会長であり，カ

ンボジア首相府最高国家経済評議会 Senior Advisorのメイ・カリアン氏も出席しました。 

  

  応援歌のパフォーマンス  六甲男声合唱団  

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_22_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_22_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_11_22_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_21_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_11_21_01.html） 

 

【 13 】イベント２------------------------------------------------------------------ 

～第 13回留学生ホームカミングデイを開催しました～ 

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

「人・知・還流」を理念に 2002年に始まった「留学生ホームカミングデイ」。その第 13回

目となる催しが 2016年 10月 29日に百年記念館六甲ホールにおいて開催されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_17_01.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                              

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_21_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_17_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_11_17_01.html
http://www.kobe-u.com/alumni/

