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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。 

 

大学構内では蝉が鳴き始めました。もうすぐ梅雨が明け，本格的な夏が近いように感じます

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 ～デトロイト支部同窓会を開催しました～ 

【 2 】お知らせ２ ～国際人間科学部設置記念式典を開催しました～ 

【 3 】お知らせ３ ～ブダペスト商科大学長が本学を訪問しました～ 

【 4 】お知らせ４ ～女子ラクロス部の権藤眞美さんが日本代表選手としてワールドカップ

に出場します～ 

【 5 】お知らせ５ ～中華人民共和国駐大阪総領事館領事が神戸大学を訪問しました～ 

【 6 】お知らせ６ ～武田学長がシンガポール・南洋理工大学を訪問しました～ 

【 7 】お知らせ７ ～アイルランガ大学長一行が神戸大学を訪問しました～ 

【 8 】お知らせ８ ～「第 2回神戸大学・北京外国語大学 国際共同研究拠点シンポジウ

ム」を開催しました～ 

【 9 】ニュース１ ～日本の子どもは文字をリズムで学んでいる？～ 

【 10 】ニュース２ ～コレステロールを運び動脈硬化を防ぐ HDL ―臨床で実用可能な機能

測定法を世界で初めて開発～ 

【 11 】ニュース３ ～76年ぶり 戦前に手放された絵画の里帰り―～ 

【 12 】ニュース４ ～100年前に台湾で報告されるも 既知種とされていた植物を日本で再

発見 ― 別種であることを証明し，和名「リュウキュウサネカズラ」

と命名 ―～ 
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【 13 】ニュース５ ～被害拡大中のコムギいもち病菌の進化機構を解明～ 

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

 

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

～デトロイト支部同窓会を開催しました～ 

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

日 時 ： 2017年 6月 4日（日） 

場 所 ： Bistro 82 restaurant, Royal Oak, Michigan 

参加者 ： 向井 恭也（1981経済），向井 夫人 

中村久爾子（1982法），山田  守（1982経営），伊吹 正紀（1986院工） 

 

6 月に入り，昼間は好天，夕方から早朝にかけては肌寒い，すばらしい夏型天候の続くミシ

ガンです。 

当地で二度めの勤務・滞在をされて，今月下旬に帰国される向井恭也夫妻の送別を兼ねて，

本年度，Detroitでの Restaurant of the Year賞を得た，すばらしいフランスレストランで夕

食会を開きました。中西部で著名な日本人 chef & restrateurの下で修業した ownerが，若者

の集う Royal Oak市に開いた比較的新しいレストランです。 

メーカー勤務者の多いミシガン州で数少ない商社に勤務される向井氏の日本出張の回数の多

さに驚くと共に，またの再会を誓ってのお別れとなりました。 

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。 

           

 

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

～国際人間科学部設置記念式典を開催しました～ 

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

神戸大学は 6月 30日，2017 年 4月に国際文化学部と発達科学部を再編・統合して発足した

国際人間科学部設置記念式典を，百年記念館六甲ホールで開催しました。 

式典には，学内外から約 250名が出席。武田廣学長が式辞を述べた後，常盤豊文部科学省高

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_07_10_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_05_01.html
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等教育局長，井戸敏三兵庫県知事，久元喜造神戸市長並びにヴェルナー・ケーラー大阪・神戸

ドイツ連邦共和国総領事館総領事から祝辞を受けました。続いて，岡田章宏国際人間科学部長

から学部紹介が行われました。 

記念式典に引き続き，明石康神戸大学特別顧問・公益財団法人国際文化会館理事長による「グ

ローバルな舞台に必要な力」と題して記念講演が行われました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_05_01.html） 

 

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

～ブダペスト商科大学長が本学を訪問しました～ 

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

6 月 15 日，バラージュ・ハイドリッヒ ブダペスト商科大学長一行が神戸大学を訪問しまし

た。訪問には，エヴァ・サンドル=クリスト同学前学長，アンドレア・ルガシ同学国際経営・ビ

ジネス学部長，カタリン・グルヤス＝ツェコ同学商業・ケータリング・観光学部長，ユディッ

ト・ヒダシ同学国際経営・ビジネス学部教授，シラード・ボロス ハンガリー国立銀行教育局ア

ドバイザーが同行しました。一行は，水谷文俊理事，小川真人理事，油井清光学長補佐，鈴木

一水経営学研究科長，増本浩子人文学研究科長と懇談を行い，その後，キャンパスツアー等に

参加しました。 

ブダペスト商科大学は，1857年に現地に設立された商業学校を前身とする公立大学で，同学

国際経営・ビジネス学部では，1984年から，日本語教育が行われています。2017年 5月には，

ヒダシ同学国際経営・ビジネス学部教授が，本学現代日本プログラムの一環として，特別講義

を行いました 

懇談では，双方から大学紹介があった後，教員および学生の交流の実現に向けた意見交換が

行われました。教員の交流については，ブダペスト商科大学が実施している 1週間から 2ヶ月

程度の短期派遣制度や本学経営学研究科の実施している SESAMI プログラムを利用した滞在の

可能性等が，学生の交流については，ハンガリー国立銀行教育局の提供する奨学金を利用した

学生交流やブダペストにおける企業インターンシップを含む交換留学等が協議されました。 

本年 11月には，ブダペスト商科大学において，小川真人理事が産学連携に関する講演を行う

予定があるなど，今後，本学と同学との交流の活発化が期待されます。 

   

 

 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_05_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_19_01.html
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【 4 】お知らせ４------------------------------------------------------------------- 

～女子ラクロス部の権藤眞美さんが日本代表選手としてワールドカップに出場します～ 

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

7 月 12 日(水)から 22 日(土)までイングランド・ギルフォードで行われる女子ラクロスワー

ルドカップに，神戸大学女子ラクロス部の権藤眞美さん(海事科学部グローバル輸送科学科 4

年)が日本代表として出場します。ポジションは MF。権藤さんは初めて日本代表として選ばれ，

世界大会初出場となります。 

 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_27_01.html） 

 

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

～中華人民共和国駐大阪総領事館領事が神戸大学を訪問しました～ 

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

6月 22日，李春生中華人民共和国駐大阪総領事館領事が離任挨拶のため，井上典之国際担当

理事・副学長を表敬訪問しました。懇談には，後任の呉勁松領事と同総領事館教育室の盛弘強

領事，本学からは黄磷アジア総合学術センター副センター長と羅志偉アジア総合学術センター

中国事務所長が同席しました。  

李領事からは，中国における本学の学術研究交流の展開や留学生受け入れに対する感謝の意

と，今後も総領事館が更なる協力と教育交流促進のために役割を果たしていく旨が述べられ，

それに対し井上典之理事からは，中国からの留学生は留学生総数の最多を占めており，今後も

中国の大学・研究機関との連携を深めていくことが語られました。 

懇談では，古くから中国とゆかりの深い神戸市や神戸大学との思い出を振り返りながら，本学

中国事務所や国際共同研究拠点のこと，日中学長会議，アジア地域における交流事業等，多岐

にわたって意見交換が行われました。  

今年は日中国交正常化 45 周年の節目の年であり，今後の両国間の更なる友好交流と学術連

携が期待されます。神戸大学は今後も継続的に中国の大学や研究機関と連携協力し，交流を一

層推進していきます。  

 

       

 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_27_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_27_01.html
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【 6 】お知らせ６------------------------------------------------------------------- 

～武田学長がシンガポール・南洋理工大学を訪問しました～ 

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

6月 12日（月），武田廣学長が，シンガポールの南洋理工大学を訪問しました。訪問には小

川真人理事，齋藤雅彦副学長，都築智国際部長が同行しました。 

南洋理工大学は，1991 年にシンガポールに設立された国立総合大学で，最新の QS 世界大学

ランキングでは 11位（アジアの大学では 1位）の評価を得ています。神戸大学と南洋理工大学

は 2016年 12月に全学レベルでの大学間学術交流協定を締結し，加えて学生交流細則及びデー

タ・サイエンスに関する附則を締結しました。 

当日は，ベルティル・アンデルソン南洋理工大学長を表敬訪問し，同学長から南洋理工大学

の教育・研究・産学連携についての概要説明を受けました。その後，新たに締結された学術交

流協定を踏まえ，今後のデータ・サイエンス分野における教育研究交流や学生交流の実施につ

いて活発な意見交換が行われました。表敬訪問には南洋理工大学から，ラム・キンヨン副学長，

アー・メンワ副学長，リン・サン理学部長が同席しました。 

 

 詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_30_02.html） 

 

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

～アイルランガ大学長一行が神戸大学を訪問しました～ 

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

6 月 29 日，モハンマド・ナシー アイルランガ大学長一行が神戸大学を訪問しました。訪問

には，ムハンマド・マディヤン副学長（財務・人事・施設担当），モハンマド・アミン・アラ

ムシア副学長（研究協力担当），ダルマワン・セティヤント歯学部長，ウイン・ダルマント理

工学部長，ミルニ・ラミード水産海洋学部長，ココ・スリムルヨー秘書官，ディアン・エコワ

ティ国際オフィス長，ニー・ニョーマン・トリ・プスパ二ングシー理工学部教授が同行しまし

た。 

アイルランガ大学は，インドネシア第２の都市スラバヤ市に本部を置く総合大学であり，本

学と大学間学術交流協定を締結しています。特に本学医学研究科，保健学研究科と活発に交流

を行っており，アイルランガ大学熱帯病研究所には神戸大学 新興・再興感染症国際研究共同拠

点（神戸大学インドネシア拠点）が設置されている関係の深い大学です。 

一行は，始めに武田廣学長を表敬訪問しました。懇談には，本学から，医学研究科勝二郁夫

教授，保健学研究科亀岡正典准教授が同席しました。懇談では，武田学長からの挨拶に続き，

ナシー大学長から，医学及び保健学分野を中心とするこれまでの本学との協力関係に謝意が表

され，両大学の協力関係をさらに発展させていくことで一致しました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_03_01.html） 

 

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

～「第 2回神戸大学・北京外国語大学 国際共同研究拠点シンポジウム」を開催しました～ 

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

神戸大学国際連携推進機構アジア総合学術センターは，北京外国語大学との共同主催により

6月 23日に「第 2回神戸大学・北京外国語大学 国際共同研究拠点シンポジウム」を神戸大学

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_30_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_30_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_03_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_03_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_10_01.html
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瀧川記念学術交流会館大会議室にて開催しました。本シンポジウムは，神戸大学・北京外国語

大学国際共同研究拠点の活動の一環として挙行されたものです。 

 

  

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_10_01.html） 

 

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

～日本の子どもは文字をリズムで学んでいる？～ 

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

神戸大学大学院人間発達環境学研究科の野中哲士准教授は，小学 1年生を対象に，ひらがな

の学習における書字身体技能の発達を調査。児童のペン先の動きを数値化し，欧米のラテンア

ルファベット圏の発達研究の知見とは異なる，「運動パターンの区別を身につけるプロセス」

の存在を明らかにしました。 

本研究成果は，2017年 6月 13日に，科学誌「Developmental Psychobiology」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/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_21_02.html） 

 

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

～コレステロールを運び動脈硬化を防ぐ HDL ―臨床で実用可能な機能測定法を世界で初めて

開発～ 

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

シスメックス中央研究所の原田周（はらだあまね）主任研究員と神戸大学医学研究科立証検

査医学分野の杜隆嗣（とうりゅうじ）特命准教授らは，同医学研究科循環器内科学分野の平田

健一教授らの研究グループと共同で，コレステロールを運ぶ高比重リポ蛋白（HDL）の機能を簡

便に評価できる新たな測定系を開発しました。 

また，今回の開発により短行程で測定が可能となった「HDL がコレステロールを取り込む能

力」を，悪玉や善玉コレステロールとは別の新たな HDL機能指標として，『コレステロール“取

り込み”能』と命名。神戸大学医学部附属病院での検証において，心血管病の予防・管理への

高い有用性を明らかにしました。日常臨床で応用可能な HDL機能の測定系開発は，これが世界

で初めてのことです。 

この研究結果は，5月 31日（現地時間）に米国臨床化学会議の機関紙「The Journal of Applied 

http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_07_10_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_21_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_21_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_27_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_27_01.html
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Laboratory Medicine: An AACC Publication」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/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_27_01.html） 

 

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

～76年ぶり 戦前に手放された絵画の里帰り―～ 

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

神戸大学では，このたび，アメリカ在住のクリス・エンゲル (Chris Engle) 氏から本学にゆ

かりのある絵画作品をご寄贈いただくこととなりました。 

今回の寄贈作品は，本学卒業生の洋画家・中山正實氏が描いた旧制神戸商業大学講堂 (現神

戸大学出光佐三記念六甲台講堂) 壁画三部作の一つ「雄図」の習作。当初は東京にある中山氏

のアトリエで保管されていましたが，太平洋戦争開戦直前の 1941年秋に，「国益の為」との理

由で不本意のまま手放されることとなり，その際，作品を手放す「愛惜」の気持ちと「安住の

所を得れば即ち吾に報示せよ」とのメッセージを作品の裏面に書き残しました。 

戦後，ニューヨークで本作品を購入されたクリス・エンゲル氏は，裏面のメッセージに気付

き，このたび中山氏の意志を尊重して，彼の母校であり，壁画本作の所在地である神戸大学に

寄贈を申し出られました。 

この寄贈に対して，6月 26日(月) に学長室において，感謝状贈呈式が行われ，武田学長は

「創立 115周年の記念すべき年に，本学の代表的な壁画の一つ「雄図」の習作が見つかりうれ

しい限りです。対の壁画「光明」の習作もどこかで見つかれば幸いです。」とコメントしまし

た。今後，寄贈された作品は，出光佐三記念六甲台講堂のホールに展示されます。 

 

 

【 12 】ニュース４------------------------------------------------------------------ 

～100 年前に台湾で報告されるも 既知種とされていた植物を日本で再発見 ― 別種であるこ

とを証明し，和名「リュウキュウサネカズラ」と命名 ―～ 

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

神戸大学大学院理学研究科の末次健司特命講師，台湾林業試験所植物標本館の Tian-Chuan 

Hsu 氏，在野の植物研究家である当真嗣尊氏，岐阜大学教育学部の三宅崇准教授，香港大学の

Richard Saunders教授は，琉球列島において，これまで認識されていなかった木本植物「リュ

ウキュウサネカズラ」の存在を明らかにしました。 

この植物は，1917年に台湾で発見されていましたが，当時の報告が不正確であったため，こ

れまでは既知種の「サネカズラ」と同種と考えられていました。今回，およそ 100年ぶりに発

見された個体を含め検討することで，この植物がサネカズラとは別種であることを明らかにし

ました。 

http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_27_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_06_29_02.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_30_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_06_30_01.html
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本研究成果は，6月 30日に，国際誌「Phytotaxa」にオンライン掲載されました。 

（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。 

 

【 13 】ニュース５------------------------------------------------------------------ 

～被害拡大中のコムギいもち病菌の進化機構を解明～ 

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

神戸大学大学院農学研究科の土佐幸雄教授ら研究グループは，岩手生物工学研究センター，

京都大学，岡山大学，オハイオ州立大学，カンザス州立大学，ケンタッキー大学との共同研究

によって，コムギ生産に大被害を与えている植物病原体「コムギいもち病菌」の進化機構を解

明しました。 

この研究成果は，7月 7日に米科学誌サイエンスに掲載されました。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_07_10_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/research_at_kobe/NEWS/news/2017_07_10_01.html
http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2017_07_10_01.html
http://www.kobe-u.com/alumni/

