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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。 

 

神戸では梅雨入りの発表から雨の降らない日が続いておりましたが，ようやく今週から梅雨

らしい天気となりました。 

                                                                  

★「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 】イベント１ ～第 12回神戸大学ホームカミングデイを開催します(10月 28日)～ 

【 2 】お知らせ１ ～「日経ウーマノミクスフォーラム ダイバーシティ研究環境整備と女

性研究者の未来」に参加しました～ 

【 3 】お知らせ２ ～2017 台湾キャリア人材マッチング訪日団一行が井上副学長を訪問しま

した～ 

【 4 】お知らせ３ ～Visegrad Project Kick-Off Workshopを開催しました～ 

【 5 】ニュース１ ～水畑穣教授が日本セラミックス協会の協会賞・学術賞を受賞しました

～ 

【 6 】ニュース２ ～本学教員 2名が第 10回「資生堂サイエンスグラント」に選定されまし

た～ 

【 7 】ニュース３ ～洪水時も安全に水位・流量が計測可能なシステムを開発 ―2020年の

実用化を目指して実証試験中―～ 

【 8 】ニュース４ ～NEDO事業 平成 29年度「ベンチャー企業等による新エネルギー技術革

新支援事業」に採択されました～ 

********************************************************************************** 
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【 1 】イベント１------------------------------------------------------------------- 

～第 12回神戸大学ホームカミングデイを開催します(10月 28日)～ 

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

「振り返れば六甲の山並～あの頃の友に会いたい」をキャッチフレーズに，卒業生の皆様方

に学生・教職員と交流を深めていただき，さらには同窓生や先輩，後輩，恩師との旧交を温め

ていただく機会として，今年もホームカミングデイを開催いたします。 

第 14回留学生ホームカミングデイ，学部企画，ホームカミングデイ市，学生主催のイベント

など趣向をこらした企画を予定しております。 

皆様お誘い合わせの上，お越しください。開催イベントなど詳細情報・WEB 申込受付フォー

ムにつきましては，本年 8月上旬に神戸大学ホームページにて順次ご案内いたします。 

 

開催概要 

・日 時 2017年 10月 28日(土) 10:30～ 

・場 所 記念式典: 出光佐三記念六甲台講堂 

神戸大学六甲台キャンパスおよび各キャンパス  

 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/event/2017_10_28_01_1.html） 

 

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

～「日経ウーマノミクスフォーラム ダイバーシティ研究環境整備と女性研究者の未来」に参

加しました～ 

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

平成 29年 5月 29日（月）に「日経ウーマノミクスフォーラム ダイバーシティ研究環境整

備と女性研究者の未来」に特別協力校として参加しました。このフォーラムは，女性比率が極

めて低い研究現場の実情に迫り，女性研究者にとって障壁は何か，多様性あるワークスタイル

を探ることを目的としています。 

講演開始前にはポスターセッションが行われ，神戸大学もこれまでの取り組みについて説明

をしたり，他大学から説明を受けたりと男女共同参画活動に関する交流を行いました。また，

講演及びパネルディスカッションでは，大学及び企業の女性研究者からキャリア形成，ワーク

ライフバランスなど経験を踏まえたお話があり，本学の内田理事・副学長がパネリストとして

参加しました。キーノート，パネルディスカッションを受けて，『女性として働く』というこ

とには様々なスタイルがあり，本当の『ダイバーシティ』はそれを可能にするための家庭環境

や社会的措置が重要だと痛感しました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_05_29_04.html） 

 

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

～2017 台湾キャリア人材マッチング訪日団一行が井上副学長を訪問しました～ 

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

5月 22日，台湾キャリア人材マッチング及び産学交流に関する協議を行うため，経済部投資

業務處王劍平處長を団長とする，2017 台湾キャリア人材マッチング訪日団一行 12 名が，井上

典之副学長・国際担当理事を訪問しました。懇談には，樫村志郎キャリアセンター長も同席し
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ました。 

懇談では，双方の挨拶の後，樫村キャリアセンター長から，本学におけるキャリア支援紹介

があり，続いて，外貿協會服務業推廣中心劉欣宜氏から，台湾経済部が海外人材の誘致として

進めている Contact Taiwanプロジェクトについて説明がありました。その後の意見交換・交流

においては，台湾の企業は，海外からの人材誘致の希望があるため，Contact Taiwanを活用し，

本学から台湾企業で働く学生が増えることを希望する旨の発言がありました。続いて，海外の

企業で働くためには，インターンシップが重要であることや，今後の学術交流協定締結の可能

性について，活発な議論が行われました。 

一行は，産学交流の一層の拡大を視野に入れ，本学を含む関西の 3大学を訪問しました。本

訪問を機に，台湾の機関，アジア及び世界の機関との交流が一層進むことが期待されます。 

 

 

 

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

～Visegrad Project Kick-Off Workshopを開催しました～ 

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

神戸大学は 5月 29日にポーランド・クラクフにあるヤゲウォ大学で Visegrad ProjectKick-

Off Workshop “Prospects of Visegrad Project: Comparative Studies onMigration and 

Social Movements in V4 Countries, Japan and Asia ”を開催しました。 

神戸大学は Visegrad University Studies Grantsに採択され，2017年 10月から The Place 

of V 4Countries in Europe and Japanと題し，EUにおける中・東欧地域の重要性，日本と中・

東欧地域との関連，日本における同地域の位置づけについて学ぶコースを開講します。本コー

スは，V4諸国の協定校である，ヤゲウォ大学(ポーランド)，エトヴェシュ・ロラーンド大学(ハ

ンガリー)，コメニウス大学(スロバキア)，カレル大学(チェコ)の研究者と協力し，神戸大学と

の協定校からの交換留学生を対象として，英語/英語及び日本語で行われる日本の文化・社会・

科学技術に関する教育プログラムである，「現代日本プログラム」の一環として開講される予

定です。 

Workshopには，井上典之副学長・国際担当理事，油井清光学長補佐(国際連携担当)・国際連

携推進機構 EU 総合学術センター長，白鳥義彦人文学研究科副研究科長が出席し，V4 諸国の各

協力大学からプロジェクトを中心に運営する研究者と，開講予定のコースの運営と，本プロジ

ェクトを通した神戸大学と各大学との国際交流活動の拡充について議論しました。 

神戸大学は 2015年 10月にポーランド拠点(クラクフ)を設置し，Erasmus+への参画などヤゲ

ウォ大学をはじめ中・東欧諸国の協定校と活発に国際交流活動を行ってきました。本プロジェ

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_16_01.html
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クトを通して，日本と中・東欧諸国の教育及び研究分野での協力強化を推進していきます。 

 

  

 

【 5 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～水畑穣教授が日本セラミックス協会の協会賞・学術賞を受賞しました～ 

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

工学研究科水畑穣教授が，平成 29 年 6 月 2 日に東海大学交友会館で開催された日本セラミ

ックス協会総会において，セラミックスの産業及び科学・技術の進歩発達に資し，学術研究上

の業績が顕著な者に贈られる「第 71回セラミックス協会賞・学術賞」を受賞しました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_07_02.html） 

 

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

～本学教員 2名が第 10回「資生堂サイエンスグラント」に選定されました～ 

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

工学研究科応用化学専攻の鈴木登代子助教と，日出間るり助教が，株式会社資生堂より，次

世代の指導的役割を担う女性研究者を支援する，第 10回「資生堂サイエンスグラント」に選定

されました。 

同グラントは，日本における女性研究者が男性に比べて出産・育児・介護などの影響を受け

やすく，サポート環境が十分でない状況を踏まえ，指導的立場を目指す意欲があり，科学技術

発展への貢献が期待できる女性研究者を支援することを目的に設立されました。歴代受賞者 89

名のうち 5割近くが，受賞後に助教から准教授，准教授から教授へと昇格・栄転され，大学内

外でのキャリアアップにも寄与しています。 

応募者の年齢制限を設けず，研究分野も自然科学全般を対象とした同グラントにおいて，2017

年は日本国内の大学・公的研究機関で，自然科学の研究に従事する女性研究者 10名が選定され

ました。 

鈴木助教は「シリカ偏在カプセル粒子の作製とその応用」，日出間助教は，「Flow Focusing

によるダブルエマルションの安定的創成とその力学評価」がそれぞれ評価され，今年の 7 月 7

日に授賞式が行われる予定です。 

 

・受賞の詳細に関しては，資生堂の HPを参照ください。 

（第 10回 「資生堂 女性研究者サイエンスグラント」受賞者 10名決定） 
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【 7 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～洪水時も安全に水位・流量が計測可能なシステムを開発 ―2020 年の実用化を目指して実証

試験中―～ 

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

東京理科大学は，神戸大学工学研究科，パシフィックコンサルタンツ(株)，三菱電機(株)，

三菱電機エンジニアリング(株)，(株)ニュージェック，(株)ビィーシステム，四葉システム開

発(株) と共同で，高感度 CCTVカメラによる河川の撮影技術と，画像解析技術，水理解析技術

を融合した河川水位・流量のリアルタイムモニタリングシステムを開発しました。現在，国土

交通省による河川砂防技術研究開発（研究代表者：東京理科大学 二瓶泰雄）において，福岡県・

遠賀川における同システムの計測精度や環境依存性などの実証試験を進めています。同研究開

発の成果をフィードバックすることで，安全・安定的に河川水位・流量のリアルタイムモニタ

リングが可能なシステムを 2020年を目標に実用化する予定です。 

  

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_14_01.html） 

 

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

～NEDO事業 平成 29年度「ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業」に採択さ

れました～ 

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

（株）Integral Geometry Scienceと国立大学法人神戸大学（理学研究科 木村建次郎准教授）

の共同提案が，NEDO 委託事業，平成 29 年度「ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新

支援事業」燃料電池・蓄電池分野，超高エネルギー密度蓄電池の健全性診断技術と社会インフ

ラへの展開に採択されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_14_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                              
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