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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。 

 

六甲の山並みでは緑が映える季節になりましたが，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 ～先端融合研究環新規プロジェクトキックオフシンポジウムを開催しま

した～ 

【 2 】お知らせ２ ～ウッタラジット・ラチャパット大学から訪問がありました～ 

【 3 】お知らせ３ ～コメニウス大学（スロヴァキア）副学長が来学しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～日中大学フォーラムに参加しました～ 

【 5 】お知らせ５ ～駐日ベルギー大使が神戸大学を訪問しました～ 

【 6 】お知らせ６ ～Erasmus+プログラムにもとづき海外協定校の職員が神戸大学を訪問し

ました～ 

【 7 】お知らせ７ ～南カリフォルニア大学ビジネス日本語コース一行が神戸大学長を表敬

訪問しました～ 

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

 

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

～先端融合研究環新規プロジェクトキックオフシンポジウムを開催しました～ 

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

2017 年 5 月 15 日（月），神戸大学百年記念館（神大会館）で「神戸大学先端融合研究環新

規プロジェクトキックオフシンポジウム －神戸オリジナルをめざして－」を開催し，学生，

研究者ら約 130人が参加しました。 
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先端融合研究環は，本学のフラッグシップとなる先端研究・文理融合研究を目指して昨年 4

月に改組を行い，新規プロジェクト 10件を加えて教育研究活動を推進しています。この度，そ

の新規プロジェクトの研究紹介に加え，著名なジャーナリストである元村有希子・毎日新聞科

学環境部長をお招きし，文理融合研究に何が期待されているかについて，ご講演いただきまし

た。 

 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_05_24_02.html） 

 

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

～ウッタラジット・ラチャパット大学から訪問がありました～ 

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

5月 11日，大学院国際協力研究科とタイのウッタラジット・ラチャパット大学とで共催した

教育開発に関するワークショップ “International Workshop on Education and Human 

Resources Developmentin the 21st Century” に参加中のウッタラジット・ラチャパット大学

のラピン・ポスリー教育学部准教授を代表とする一行（教員 6名・博士後期課程大学院生 18名）

が，井上典之副学長・国際担当理事を表敬訪問しました。懇談には，ワークショップ・チェア

を務める小川啓一国際協力研究科教授も同席しました。 

懇談では，先ず共同ワークショップの趣旨と経緯について説明が行われ，その後，ラピン・

ポスリー教育学部准教授から神戸大学の支援と協力に感謝の意が表され，ワークショップの成

果を踏まえてタイの基礎教育発展に今後も努めたい旨の発言がありました。また，井上副学長

から一行に対しては，両大学の研究交流の一層の発展についての期待が述べられるとともに有

意義な滞在にしてほしいと歓迎の言葉が贈られました。 

一行の大学院生は小・中学校の教員でもあることから，表敬訪問の翌日には神戸大学附属小

学校と附属中等教育学校を訪問し，日本の教育現場の実際について理解を深めるとともに，附

属中等教育学校では生徒と「水資源」をテーマに英語で活発なデスカッションをして交流を図

りました。 

   

 

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

～コメニウス大学（スロヴァキア）副学長が来学しました～ 

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

5月 23日，コメニウス大学（スロヴァキア）からダニエラ・オスタトニコヴァ副学長（国際
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関係担当）が来学し，武田廣学長を表敬訪問しました。懇談には，油井清光学長補佐（国際連

携担当）・人文学研究科教授ならびに花田エバ国際連携推進機構 EU総合学術センター准教授が

同席しました。 

コメニウス大学は，1919年にスロヴァキアの首都ブラチスラヴァに設立された国立総合大学

です。神戸大学とは，人文学および化学分野において，研究者の交流があり，2016 年 12 月に

は同大の研究者を参画メンバーに含む本学主導のプロジェクト（「EU と日本における V4 地域

の位置づけに関する教育コース」）が国際ヴィシュグラード基金に採択されました。2017年 2

月には，油井学長補佐ならびに花田准教授が同大にてオスタトニコヴァ副学長らを表敬訪問し

ました。 

懇談では，始めに，神戸大学側から，上記の訪問に対する謝意が述べられ，その後，オスタ

トニコヴァ副学長から武田学長に対して，コメニウス大学の教育研究面の特長について説明が

ありました。最後に，両者は大学間学術交流協定に調印しました。 

神戸大学は，今後，コメニウス大学と上記プロジェクト等において緊密に連携を図り，中東

欧諸国における学術交流を一層促進していきます。 

       

 

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

～日中大学フォーラムに参加しました～ 

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

平成 29年 5月 13日（土）から 15日（月）までの日程で，武田廣 学長が中国・上海を訪問

しました。この訪問は，独立行政法人科学技術振興機構（JST）主催の「日中大学フェア＆フォ

ーラム in CHINA 2017」に参加したもので，本学から，国際連携推進機構アジア総合学術セン

ター 黄磷副センター長及び白井憲 国際部国際企画課長，韓昱 中国事務所員が同行しました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_05_29_02.html） 

 

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

～駐日ベルギー大使が神戸大学を訪問しました～ 

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

5月 29日，ギュンテル・スレーワーゲン駐日ベルギー大使が来学し，武田廣学長を表敬訪問

しました。懇談には，吉田健一ブリュッセルオフィス所長，坂井一成国際教育総合センタープ

ログラムコーディネート部門長，関根由紀同部門副部門長が同席しました。 
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神戸大学は，2010年 9月にベルギーの首都ブリュッセルにオフィスを開所し，ベルギーおよ

びヨーロッパの学術機関との交流を推進してきました。本学はその活動を評価され，昨年 10月

に日白外交樹立 150周年記念事業が国内で実施された折には，フィリップベルギー国王陛下な

らびにマチルド王妃陛下，スレーワーゲン大使ご出席の下，アカデミック･ランチを主催する名

誉を賜りました。 

懇談では，始めに，双方から昨年の記念事業における連携に関して感謝が述べられ，スレー

ワーゲン大使は，本学と構築した関係の更なる深化に対する期待を示されました。続いて，ス

レーワーゲン大使から本学とベルギーとの学術交流状況について質問が多く寄せられ，本学側

の出席者が，本年 11 月にブリュッセルで開催が予定されているブリュッセル自由大学（蘭語

系）との共催シンポジウム，協定校との交換留学，Erasmus+・Horizon2020 等の欧州委員会の

助成金による学術交流などを紹介しました。 

スレーワーゲン大使には本学 EU エキスパート人材養成プログラムの枠内での講義実施も検

討いただくこととなり，この度の懇談を通じて，駐日ベルギー大使館との関係強化が期待され

ます。 

    

 

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

～Erasmus+プログラムにもとづき海外協定校の職員が神戸大学を訪問しました～ 

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

神戸大学とヴィルニュスゲディミナス工科大学（Vilnius Gediminas Technical University, 

VGTU）の間で締結されている Erasmus+のスタッフ交流プログラムにもとづき，VGTUのヴィクト

リア・ジリンスカイテ・ヴィティエンヌ （Viktorija Zilinskaite Vytiene） 先生（クリエイ

ティブインダストリー研究科副研究科長）が 5 月 22 日から 4 日間本学に滞在しました。VGTU

と神戸大学は，2014年 3月 26日に VGTUの基礎科学部と神戸大学の人間発達環境学研究科・工

学研究科が部局間学術交流協定を締結し，2015 年 2 月 24 日には学生交流実施細則を締結し，

研究及び教育における交流を進めてきました。2015 年 12 月 9 日には，工学研究科，人間発達

環境学研究科にシステム情報学研究科が加わり，Erasmus+を締結しました。Erasmus+は，大学

間の学生・スタッフの交流を目的とした EU による教育資金助成スキームであり，すでに 2016

年度に VGTU教員 1名が本学に滞在し，本学教員 1名が VGTUに滞在しています。今後，スタッ

フだけでなく後期博士課程の学生への交流範囲が拡がっていく予定です。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_05_31_01.html） 
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【 6 】お知らせ６------------------------------------------------------------------- 

～南カリフォルニア大学ビジネス日本語コース一行が神戸大学長を表敬訪問しました～ 

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

5月 30日，南カリフォルニア大学ビジネス日本語コースの熊谷由香主任講師（南カリフォル

ニア大学人文科学部東アジア言語文化学科）と学部生 10 名が，武田廣学長を表敬訪問しまし

た。懇談には，太田敏一大阪西南ロータリークラブ国際奉仕副委員長と山本秀行人文学研究科

教授も同席しました。 

冒頭，熊谷主任講師より挨拶があり，学生ひとりひとりが日本語で自己紹介を行いました。

続いて，ビジネス日本語コース概要について紹介があり，コース前半の２週間は南カリフォル

ニア大学キャンパスにおいて日本語力を磨きながら日本のビジネス習慣を学び，企業のケース

スタディを行うこと，そしてコース後半の２週間は神戸・大阪にて企業訪問やビジネス講義を

通じて日本企業や社会に関する現実的な知識を得ることを目的とした内容であることの説明が

ありました。一行は，滞在中，神戸大学の留学生を含む学生と交流する機会を持つとともに活

動の一部を神戸大学六甲台キャンパスにて行います。 

懇談では，関西地域は歴史的にも文化的にも豊かな多様性を特色とし，伝統産業から先端産

業まで多様な産業を有しているという話題から，日米の野球文化や日本人メジャーリーガーに

ついてまで話が広がり，終始たいへん和やかな雰囲気に包まれました。終わりには，武田学長

から，コースの日本での活動を通じてビジネスを含めた広範囲の日本文化への理解が深まり有

意義な滞在となることを期待すると，歓迎と激励の言葉が贈られました。 

今回の訪問により，今後ますます南カリフォルニア大学と神戸大学の交流が盛んになること

が期待されます。 

    

 

★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                              
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