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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。 

 

寒さも和らぎようやく春の陽射しが感じられるようになりましたが，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 ～受験生に春 前期日程の合格発表を行いました～ 

【 2 】お知らせ２ ～拡大ビジネスリーダーの会を東京で開催しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～エセックス大学長が神戸大学を訪問しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～サンフランシスコ支部において２０１７年の新年会を開催しました～ 

【 5 】お知らせ５ ～デトロイト支部同窓会を開催しました～ 

【 6 】お知らせ６ ～神戸大学 37年卒業 55周年記念同窓会開催のご案内～ 

【 7 】お知らせ７ ～シンポジウム「AKB48の計算社会科学～かよよん(田北香世子さん・

AKB48チーム A)を迎えて」を開催しました～ 

【 8 】お知らせ８ ～海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸 第 2回探査航

海が終了しました～ 

【 9 】ニュース１ ～植物光合成による効率的な電荷生成の仕組みを解明 ―人工光合成系へ

の応用に期待―～ 

【 10 】ニュース２ ～衣笠智子教授が第 34回村尾育英会学術賞を受賞しました～ 

【 11 】ニュース３ ～オフショアセーリング部が全日本学生外洋帆走選手権で 3連覇を達成 

～ 

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

～受験生に春 前期日程の合格発表を行いました～ 

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

3 月 9 日(木)，平成 29 年度入学試験前期日程の合格者を発表しました。10 学部を 5,711 人

が受験し，2,020 人が合格，平均倍率は 2.8 倍でした。国際文化学部と発達科学部を統合し，

新設する国際人間科学部は倍率 3.1，249人が合格しました。 

風が吹きつけるなか，発表前から待っている受験生の姿も見られました。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

合格者番号が張り出されました。自分の番号を見つけて大きな声で叫んだり，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たりする姿が見られました。 

在学生は部活やサークルの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。 

理学部に合格した京都・大谷高校 3年生の女子生徒は「第一志望のあこがれの大学に合格で

きて，とても嬉しいです。自分に言い聞かせた夢でなくて，本当の夢を叶えるために頑張りた

いと話していました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

～拡大ビジネスリーダーの会を東京で開催しました～ 

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

ビジネス界で活躍する神戸大学卒業生と学長をはじめとする神戸大学執行部との意見交換・

懇談の場として「拡大ビジネスリーダーの会」が 2月 22日（水），東京都千代田区の学士会館

で開かれました。第 8回を迎える今回も，企業の社長・役員クラスの方々から，次世代のリー

ダーを担う中堅・若手の卒業生まで約 90名が参加し，活発な意見交換を行いました。 

会の冒頭で，武田廣学長が「国立大学法人第三期における神戸大学！」と題して，平成 27年

度に受けた法人評価において，海外の著名な知識人をアドバイザリーボードに選任し，広く国

内外の意見を大学運営に活かしたことが高く評価され，神戸大学は「業務運営」の項目で５段

階中最高ランクの「５」の評価を受けたこと，その他の「財務内容」，「自己点検・情報公開

等」，「法令遵守，施設整備等」の項目についても，「４」の評価を受けたことについて報告

を行いました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_09_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_03_01.html
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また神戸大学の機能強化の取り組みについて，先端研究・文理融合研究の推進，先導的研究

成果の社会実装への取り組み，世界で活躍できる人材の育成などに積極的に取り組んでいるこ

とを実例を示しながら報告。今後一層機能強化のプロセスを進めていくと決意を示し，引き続

き卒業生の方々の継続的な支援を呼びかけました。 

神戸大学基金担当の佐伯壽一学長補佐から，2015年度に神戸大学基金が行った事業について，

国際化対応の支援として学生の留学費用の支援や奨学金といった学生への支援に使っているこ

とを説明。学生への支援は大学の基盤の経費からは充てることができず寄附の財源を充ててお

り，こうした大学の現状の理解と寄附への協力を訴えました。 

続く質疑応答では，卒業生から卒業生ネットワークの拡充，今後の大学の発展についての意

見・提案などが多数寄せられました。最後に田中初一学友会会長が，「同窓会活動を通して卒

業生の母校愛を深めて寄附へとつなげていきたい。」と話しました。 

この後の懇親会でも，世代・分野を超えて活発な意見交換，交流が行われました。 

 

  
 

 

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

～エセックス大学長が神戸大学を訪問しました～ 

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

2月 24日，アンソニー・フォースター エセックス大学長が武田廣学長を表敬訪問しました。

訪問時の懇談には，エセックス大学からドミニク・ミックルライト副学長（連携担当）ならび

にエドムンド・ヘルナンデス-マルティネス国際部職員が，本学から，井上典之理事（国際担当），

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，増島建法学研究科教授が同席しました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_02_28_01.html） 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_02_28_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_02_28_01.html
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【 4 】お知らせ４------------------------------------------------------------------- 

～サンフランシスコ支部において２０１７年の新年会を開催しました～ 

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

雨の多い今年のベイエリアには珍しく美しく晴れ渡った去る 2 月 26 日に，神戸大学サンフ

ランシスコ同窓会の 2017年新年会が開催されました。 

今回は大人子供含めて 37 名にお集まりいただき，昨年夏の BBQ ならびに今回が初めての参

加という 5名の新メンバーと，いつも欠かさずご出席くださる皆様とで和気藹々とした会とな

りました。 

新メンバーの自己紹介の時には，図らずも他のメンバーから「XX ゼミなら私も同門です！」

などの声があがったりなど，同窓生が遠いアメリカという地で一気に心と時間の距離を縮める

ような場面もありました。 

当同窓会は設立 7年目を迎えますが，当初と変わらず会員の皆様の温かいご協力のおかげで

成り立っております。感謝とともにご報告申し上げます。 

報告：大保 三穂 （理・自然） 

 

   

 

 

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

～デトロイト支部同窓会を開催しました～ 

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

日 時 ： 2017年 2月 22日（水） 

場 所 ： Table 5 Restaurant, Northville, Michigan 

参加者 ： 山田  守（1982経営），伊吹 正紀（1986院工） 

浜岡 栄二（1984工），瀬川 恵 (1992教育) 

 

12月から約 50日連続での曇天下，突如，6月並の陽気となった 2月の Detroit で新年会を

兼ねた夕食会を開きました。 

話題は，神戸大学の落研 OB/OG訪問に次ぎ，関西のプロの落語家が二人当地を訪問している

こと，家庭でのワインの仕入先，炭水化物の毒性，全く嘘のセクハラでの訴訟事件，日本の法
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曹界のいい加減さと冤罪，カフカの「審判」，ハーフマラソンを走る同窓生が三人揃ったこと

もあり，今シーズンのスケジュール，現地企業に勤める会員の中西部事業用不動産業界での 23

年に及ぶ業績を称える「名誉の殿堂」入り表彰など，に及びました。 

5月上旬には，中国上海在住の神戸大学 OGが当地を訪問することにあわせて同窓会を開催す

る予定です。卒業生・現役生を問わず，Detroit を訪問される機会がありましたら，学友会を

通してぜひご連絡ください。 

 

     

 

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

～神戸大学 37年卒業 55周年記念同窓会開催のご案内～ 

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

神戸大学 37年卒業 55周年記念同窓会が，下記日時に開催されますのでお知らせします。 

 

・日 時 ： 2017年 5月 23日（火） 12時～14時半頃 （受付 11時半） 

・場 所 ： 神戸ポートピアホテル 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.com/event/2017/05.html#5903） 

 

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

～シンポジウム「AKB48の計算社会科学～かよよん(田北香世子さん・AKB48チームA)を迎えて」

を開催しました～ 

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

3 月 8 日(水)，出光佐三記念六甲台講堂で経済経営研究所特別シンポジウム「AKB48 の計算

社会科学～かよよん（田北香世子さん・AKB48チーム A）を迎えて」を開催し，約 300人が参加

しました。 

AKB48 を含む社会現象の数理・統計分析を行っている研究者が，「アイドルの人気と SNS な

どの関係性」をテーマに最新の研究成果を紹介。AKB48 の田北香世子さんも参加し，人気を獲

得するための秘策を考えました。計算社会科学は SNSなどのビッグデータを分析し，行動パタ

http://www.kobe-u.com/event/2017/05.html#5903
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_10_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_10_01.html
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ーンや社会現象を調べる研究分野です。 

 

         

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_10_01.html） 

 

【 8 】お知らせ８------------------------------------------------------------------- 

～海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸 第 2回探査航海が終了しました～ 

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

海洋底探査センター・海事科学研究科附属練習船深江丸 第 2回探査航海（3月 1日から 3月

10日）が終了しました。 

3月 1日（水）8時 30分から海事科学研究科（深江キャンパス）の繋船池にて出航式を行い，

矢野船長，深江丸乗組員，海洋底探査センター教員および学生等 45名が深江丸に乗船し，探査

海域の鹿児島県鬼界カルデラ海域へ向け出航しました。 

第 2回探査航海では，新たに ROV(Remotely Operated Vehicle：遠隔操作水中探査機)，ウイ

ンチ等が深江丸に装備され，日向灘で海底電位磁力計 2基を設置し，鬼界カルデラ海域に到着

した後，第 1回探査航海時に設置した海底地震計 5基，OBEM2 基の回収等を行い，第 1回探査

航海でも実施したマルチナロービーム音響測深機（MBES）による海底地形探査，プロトン磁力

計の曳航による地磁気探査のほか，新たに導入したＲＯＶによる海底目視調査，底質物採取，

ドレッジによるカルデラ浅所の岩石等採取等を行い，計画していたプログラムをほぼ予定どお

り実施しました。今回初めて実施する ROVによる探査は，海中の探査装置を船上から操作する

もので相当の困難が予想されましたが，深江丸の高い操船技術と研究者・乗組員のチームワー

クにより海底の様子が鮮明にモニタに映し出されました。 

 

 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_10_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_13_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/2017_03_13_01.html） 

 

【 9 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～植物光合成による効率的な電荷生成の仕組みを解明 ―人工光合成系への応用に期待―～ 

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

神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの小堀康博教授，大学院生・長谷川将司さんら

と，名古屋大学大学院理学研究科の三野広幸准教授らの研究グループは，独自に開発した「電

子スピン分極イメージング法」を用いて，光合成の水分解反応を行っている「光化学系 II複合

体」の反応初期段階で生じる「光電荷分離状態」の立体構造と電子軌道の重なりの性質を解析

することに，世界で初めて成功しました。 

本研究は，光合成による水分解のための酸化力を損失することなく，効率的に高い化学エネ

ルギーを生み出す仕組みを解明したものです。 今後，この原理を，太陽光エネルギーを人工的

に化学エネルギーに変換する「人工光合成系」の設計に応用することで，エネルギー問題，環

境問題，食糧問題の解決への貢献が期待されます。 

この研究成果は，2月 27日に，米国科学誌「The Journal of Physical Chemistry Letters」

オンライン版に掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_03_01_01.html） 

 

【 10 】ニュース２------------------------------------------------------------------ 

～衣笠智子教授が第 34回村尾育英会学術賞を受賞しました～ 

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

経済学研究科 衣笠智子教授が第 34回村尾育英会学術賞を受賞しました。この賞は，「神戸

ないし兵庫にゆかりのある研究」または「兵庫県内の研究機関に所属する研究者の研究」に表

彰をするものです。 人口減少時代の農業研究に関する独自の計量的・政策的研究を意欲的に進

めている業績を評価され，表彰されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_03_07_01.html） 

 

【 11 】ニュース３------------------------------------------------------------------ 

～オフショアセーリング部が全日本学生外洋帆走選手権で 3連覇を達成～ 

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

2017年 3月 3日(金)から 3月 6日(月)にかけて神奈川県の葉山マリーナ及び葉山新港，葉山

沖で開催されたクルーザーヨットの学生日本一を決める「アニオルズカップ 2017（全日本学生

外洋帆走選手権）」で，オフショアセーリング部が優勝し，同大会 3連覇を成し遂げました。 

大会には，神戸大学をはじめ，防衛大学校，明治学院大学，千葉大学，東京都市大学の全 5

チームが参加。冷たい北風の強風レースではヘトヘトに疲れる体力戦，振れ回る南風の微風レ

ースでは神経戦と全日本選手権にふさわしい多彩なレースコンデションで 12 レースが実施さ

れました。 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_13_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_03_01_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_03_01_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_03_07_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/research/2017_03_07_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_03_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/2017_03_15_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/2017_03_15_01.html
http://www.kobe-u.com/alumni/

