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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。 

 

今年もあとわずかとなりましたが，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 ～神戸大学学友会鳥取県支部だより～ 

【 2 】お知らせ２ ～神戸大学ブリュッセルオフィスの活動強化にむけて欧州委員会関係者

を招聘しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～神戸大学広報誌「風」8号を発刊しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～[平

成 28年度]」を掲載しました～ 

【 5 】ニュース１ ～ウマの高い社会的認知能力の実証 ―ウマは困ったとき，ヒトに対して

視覚的・触覚的に助けを求める―～ 

【 6 】ニュース２ ～本学教員２名が「科学技術への顕著な貢献 2016ナイスステップな研究

者」に選定されました～ 

【 7 】ニュース３ ～発達科学部の松本明佳さんが第 24回衛星設計コンテストでダブル受賞

しました～ 

【 8 】ニュース４ ～女子タッチフット「Rooks」がさくらボウルへ出場します～ 

【 9 】ニュース５ ～男子ラクロス部が第 27回全日本選手権大会 でベスト 4入りを果たす

～ 

【 10 】ニュース６ ～経営学部の南ゼミが Mラボ課題解決ラボ 2016で準グランプリを獲得

しました～ 

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

～神戸大学学友会鳥取県支部だより～ 

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

と き 平成 28年 11月 12日（土） 

ところ ホープスター鳥取（鳥取市） 

 

前回の新野幸次郎先生のご講演から，約一年ぶりの開催になりました。 

最初に，新日本海新聞社の田中専務（56法）に「最近のマスコミを取り巻く環境」と題して

講演をして頂いた。我々が情報を入手する手段が新聞，テレビからスビートの早いスマホに移

行する傾向にあり，新聞として情報の提供方法等について検討課題がある等の話がありました。 

その後，懇親会に入ったが，江府町長に初当選した白石会員(57法)から今後の町政に臨む抱

負について挨拶頂いた。近年，県内の政治・経済・行政分野で活躍する卒業生が増えてきたが，

一方で学友会の出席者は高年齢化・固定化しており，どのようにして若い会員を呼び込むかが

話題になった。 

また，今春，重政会長等が島根県学友会に参加されたとの報告があった。 

参加者からは，もっと集まりを増やしてほしいとの要望が出されたが，世代を超えた学友が

集まり，互いに交流を深めることは大切であり，今後の会の運営についてひと工夫が必要であ

ると感じた。 

 

参加者 12名 

安住仁志（35経），重政好弘（39工），田中農夫也（42経），奥村正和（43工）， 

田代恭昭（45法），延原誠（49営），太田義人（51営），田中謙（52法）， 

田中仁成（56法），白石祐治（57法），島谷龍司（57営），宮部文雄（58農） 

（記・田中謙）  
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【 2 】お知らせ２------------------------------------------------------------------- 

～神戸大学ブリュッセルオフィスの活動強化にむけて欧州委員会関係者を招聘しました～ 

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

12月 5日から 12月 7日まで，前欧州委員会イノベーション総局国際協力局日本・ロシア係

長であるパトリック・ビッテ－フィリップ氏を招聘し，欧州域内での神戸大学の活動について

議論を行いました。12月 5日の懇談には井上典之国際担当理事，油井清光学長補佐（国際連携

担当）・人文学研究科教授，吉田健一神戸大学ブリュッセルオフィス所長・科学技術イノベー

ション研究科教授が出席し，本学の国際戦略と神戸大学ブリュッセルオフィスの活動を紹介し，

欧州域内での神戸大学の活動強化について意見交換を行いました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_15_01.html） 

 

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

～神戸大学広報誌「風」8号を発刊しました～ 

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

神戸大学広報誌「風」8号を 12月 16日(金)，発刊しました。 

巻頭の第 1特集は「『協働型グローバル人材』のリアリティ」。来年 4月に設置される国際

人間科学部はどのような人材を養成するのか，クローズアップしています。第 2特集は「見え

ない危険を見せて知らせる新技術」で工学研究科の芥川真一教授の研究を紹介。「神大生，実

はすごいんです」では，世界学生選手権に出場したオフショアセーリング部を取り上げていま

す。「KOBE教育」では，経営学部の留学サポート・KIBERプログラムを学生広報チームがレポ

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。 

 

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  

 

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

～「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～[平成 28年度]」を掲載し

ました～ 

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

本学は平成 23年から，ステークホルダーの皆様に対して，神戸大学の今の姿をより分かりや

すく伝えられるよう，「データと資料が語る神戸大学の今の姿～神戸大学データ資料集～」を

作成し公表しております。 

このたび，平成 28年度版を作成しましたので，是非ともご覧ください。 

本資料集は，本学のデータを示し，比較・分析が可能な項目については，全国データあるい

は大規模大学との比較・分析を行っています。 

 

関連リンク  

・平成 28年度版 全ページ (PDF形式)  

・平成 28年度版 各項目別ページ（目次）  
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http://www.kobe-u.ac.jp/info/outline/datashiryoushuu/datashiryoushuu2016-contents.html
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【 5 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～ウマの高い社会的認知能力の実証 ―ウマは困ったとき，ヒトに対して視覚的・触覚的に助

けを求める―～ 

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

神戸大学大学院国際文化学研究科のリングホーファー萌奈美学術研究員と山本真也准教授は，

ウマが自身で解決できない課題に直面した際に，視覚・触覚的信号を用いてヒトの注意をひい

て助けを求めることを明らかにしました。さらに，課題に関するヒトの知識状態に応じて，ヒ

トへの要求行動を変えることも示唆されました。本研究成果は，動物のコミュニケーションの

発達・進化に関する重要な知見となると共に，ヒトと動物のよりよい関係を構築するための有

用な情報を提供します。 

 この研究成果は，国際学術誌「Animal Cognition」で掲載されるのに先立ち，2016年 11月

24日付オンライン速報版で公表されました。 

 
 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016_12_09_02.html） 

 

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

～本学教員２名が「科学技術への顕著な貢献 2016ナイスステップな研究者」に選定されました

～ 

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

神戸大学の末次健司理学研究科特命講師と源利文人間発達環境学研究科特命助教が，科学技

術・学術政策研究所（文部科学省）より，科学技術への貢献が顕著な者として「科学技術への

顕著な貢献 2016（ナイスステップな研究者）」に選定されました。 

同賞は，科学技術に対する夢を国民に与え，わが国の科学イノベーションの向上に貢献する

と評価された研究者に授与されるもので，過去にはノーベル賞を受賞した天野浩氏や山中伸弥

氏，小惑星「イトカワ」からの岩石採取に挑戦した無人探査機「はやぶさ」チーム代表，川口

淳一郎氏といった著名な研究者も選ばれています。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2016.html） 
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【 7 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～発達科学部の松本明佳さんが第 24回衛星設計コンテストでダブル受賞しました～ 

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

発達科学部人間環境学科 4 年生の松本明佳（はるか）さんが，11 月 12 日（土）に東京・機

械振興会館ホールで開催された第 24 回衛星設計コンテスト最終審査会で，電子情報通信学会

賞と審査委員長特別賞の 2部門をダブル受賞しました。個人で応募し，予備審査を勝ち抜いて

の受賞となります。 

 

松本さんのコメント：  

「私は大学 2年生まで文系の他大学で勉強していましたが，神戸大学に 3年次編入学しまし

た。宇宙，科学を本格的に学べることが可能になり，私の人生は一変しました。本大学の学生

として何か成し遂げたいと日々考えており，衛星設計コンテストに応募することを決意しまし

た。大学院生のチームも多いなかで，個人が到底及ぶものではないと感じていましたが，この

ような賞を頂けたことを大変光栄に思います。この事が少しでも日頃お世話になっている人の

恩返しになれば幸いです」 

 

  

 

関連リンク  

・衛星設計コンテスト公式 HP   

・神戸大学発達科学部人間環境学科自然環境論コース HP   
 

【 8 】ニュース４------------------------------------------------------------------- 

～女子タッチフット「Rooks」がさくらボウルへ出場します～ 

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

神戸大学女子タッチフットボールチーム「Rooks（ルークス）」が，来年１月３日に東京ドー

ムで開催される「さくらボウル」に出場します。 選手たちの激励のため，12月 15日に，学長

室にて壮行会を行いました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_06_01.html
http://www.satcon.jp/
http://neweb.h.kobe-u.ac.jp/
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_15_02.html
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「さくらボウル」は，女子タッチフットボールの全日本王座決定戦。学生チャンピオンと社

会人チャンピオンが，日本一の座をかけて対戦します。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_15_02.html） 

 

【 9 】ニュース５------------------------------------------------------------------- 

～男子ラクロス部が第 27 回全日本選手権大会 でベスト 4 入りを果たす経営学部の南ゼミが M

ラボ課題解決ラボ 2016で準グランプリを獲得しました～ 

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

2016 年 12月 11日(日)，男子ラクロスの日本一を決める第 27回ラクロス全日本選手権大会

の準決勝戦が京都府の宝が池球場で行われ，神戸大学男子ラクロス部は社会人チームの

FALCONS(クラブチーム 1位)に 1-17で敗れましたが，見事ベスト 4入りしました。 

男子ラクロス部は 11月 12日(土)の第 27回関西学生リーグ戦決勝で大阪大学を 6-5で下し，

関西制覇し，11 月 20 日(日)の第 8 回全日本ラクロス大学選手権大会で東北大学を 12-7 で下

し，準優勝しました。  

関西制覇は 3年ぶり 9回目，大学選手権での準優勝は 3年ぶり 2回目，全日本選手権は 3年

ぶり 13回目の出場となります。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_19_01.html） 

 

【 10 】ニュース６------------------------------------------------------------------ 

～経営学部の南ゼミが Mラボ課題解決ラボ 2016で準グランプリを獲得しました～ 

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

10月 29日(土)，神戸ハーバーランドスペースシアターで「Mラボ課題解決ラボ 2016発表会」

(神戸新聞社主催)が開催され，経営学部の南ゼミ（3年生)が準グランプリを獲得しました。 

M ラボとは新製品の企画やマーケティング戦略など中小企業が抱える経営課題について，大

学ゼミの専門性を生かして調査研究し，解決法を提案する事業です。各チーム 10分でプレゼン

テーションを行い，論理性，実現可能性，独自性，情報収集力，プレゼン力を基準に，7人の審

査員により評価が行われ，優秀チームが決定します。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_21_03.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 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_15_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_19_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_19_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_21_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_19_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_21_03.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2016_12_21_03.html
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         TEL 078-803-5042  FAX 078-803-5024 

E-mail:plan-gakuyukai@office.kobe-u.ac.jp                              


