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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。 

                                                                 

★「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 ～神戸大学海事科学部創基100周年記念式典を開催しました～ 

【 2 】イベント２ ～第 14回留学生ホームカミングデイを開催しました～ 

【 3 】お知らせ１ ～漕艇部 新淀川艇庫合宿所の竣工式が行われました～ 

【 4 】お知らせ２ ～西野孝教授が兵庫県文化賞等四賞の「兵庫県科学賞」を受賞しました

           ～ 

【 5 】お知らせ３ ～木村建次郎 准教授が第一回 日本医療研究開発大賞 日本医療研究開発

機構理事長賞を受賞しました～ 

【 6 】ニュース１ ～光合成をやめた植物 3種の種子の運び手をカマドウマと特定 ―風も鳥

も哺乳類も手助けしない植物の種まき方法―～ 

【 7 】ニュース２ ～環境 DNA調査により雄物川本流で絶滅危惧 IA類のゼニタナゴの繁殖地

を確認！ ～ 

【 8 】ニュース３ ～国際標準模式地の審査状況について ～地層「千葉セクション」の認定

へ向けて～～ 

【 9 】ニュース４ ～世界初のラバー３Dプリンタ技術を用いたシューズで神戸マラソンに

出場しました～ 

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

～神戸大学海事科学部創基 100周年記念式典を開催しました～ 

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

平成 29年 10月 28日，神戸大学海事科学部（深江キャンパス）にて，神戸大学海事科学部創

基 100周年記念式典を開催しました。 

式典には，来賓，神戸商船大学及び海事

科学部の卒業生，企業団体の関係者，教職

員など約 300 名が出席しました。武田廣

学長の式辞，内田誠海事科学部長挨拶の

後，義本博司文部科学省高等教育局長よ

り祝辞をいただきました。  

続いて，寺島紘士公益財団法人笹川平

和財団参与による「海洋ガバナンスにお

ける神戸大学の役割」と題する基調講演

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_11_13_01.html） 

 

【 2 】イベント２------------------------------------------------------------------- 

～第 14回留学生ホームカミングデイを開催しました～ 

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

第 14回留学生ホームカミングデイが，10月 28日に百年記念館六甲ホールにおいて開催され

ました。 

この催しは，「人・知・還流」の理念の元，留学生たちの集う貴重な場として，2002年より

始まったもので，今年は留学生 OB孫翀氏(経済学研究科 2016年修了)の軽やかな POPPINダン

スで幕を開けました。学生時代から始めたというダンスの腕前は，社会人となってさらに磨か

れ，迫力のあるパフォーマンスを披露してくれました。 

開会の挨拶では，河合成雄国際教育総合センター長が，今年亡くなられた韓国の故南相水名

誉会長の追悼の念を述べるともに，徐一平中国神戸同窓会長の，日本外務大臣賞を授与された

事を紹介されました。 
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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_11_21_02.html） 

 

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

～漕艇部 新淀川艇庫合宿所の竣工式が行われました～ 

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

10月 22日，武田学長，藤井学生担当理事，神漕会（漕艇部 OB会）大原会長ほか関係者約 200

名を招いて，淀川艇庫合宿所の竣工式が盛大にとり行われました。 

漕艇部は，神戸高等商業学校の端艇部を起源とした 100年以上の歴史があり，課外活動団体

の中でも指折りの伝統をもつクラブです。新装となった淀川艇庫合宿所は鉄骨造３階建ての建

物で，１階が艇庫，２階が食堂，厨房，マネージャー室，エルゴ室（トレーニング室），及び

女子の個室，３階が大部屋（多目的室）と男子の個室という造りになっています。２階，３階

には，それぞれシャワー室，トイレも完備しています。 

 

   

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/life/club/souteibu_shinnyodogawateiko_shunnkoushiki.html） 

 

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

～西野孝教授が兵庫県文化賞等四賞の「兵庫県科学賞」を受賞しました～ 

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

工学研究科応用化学専攻の西野 孝教授が，兵庫県芸術文化活動等の顕彰に資し，科学技術

の向上に顕著な貢献をされた者に送られる「兵庫県科学賞」を受賞しました。 

 

受賞業績 

・環境調和型高分子複合材料に関する研究 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2017_11_16_01.html） 

 

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

～木村建次郎 准教授が第一回 日本医療研究開発大賞 日本医療研究開発機構理事長賞を受賞

しました～ 

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

本表彰は，我が国のみならず世界の医療の発展に向けて，医療分野の研究開発の推進に多大
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な貢献をした事例に関して，功績を称えることにより，国民の関心と理解を深めるとともに，

研究者等のインセンティブの向上を目的とし，平成 29年 2月 17日に，内閣総理大臣を本部長

とする健康・医療戦略推進本部によって創設され(以下，日本医療研究開発大賞要領より抜粋)，

今回，第一回目として全国で 9グループの受賞者が選出されました。平成 29年 12月 13日，総

理大臣官邸にて授賞式が開催されます。 

 

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/award/2017_11_22_01.html） 

 

【 6 】ニュース１------------------------------------------------------------------- 

～光合成をやめた植物 3 種の種子の運び手をカマドウマと特定 ―風も鳥も哺乳類も手助けし

ない植物の種まき方法―～ 

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

神戸大学大学院理学研究科の末次健司特命講師は，ギンリョウソウ，キバナノショウキラン

およびキヨスミウツボという光合成をやめた寄生植物 3種が，カマドウマという直翅目（バッ

タの仲間）の昆虫に種子を運んでもらっていることを明らかにしました。 

寄生植物の種子は非常に小さく，埃のように風で舞うことで散布されると考えられてきまし

た。しかし，寄生植物の中でも光合成をやめた植物の生育環境は日光の届かない暗い林床であ

り，風通しが非常に悪いため，風に種子散布を頼るのはあまりに非効率的です。そこで今回，

ギンリョウソウ，キバナノショウキランおよびキヨスミウツボの種子散布方法を調査し，主な

種子の運び手をカマドウマと特定しました。地上で生活する哺乳類がいる地域において，バッ

タの仲間に種子散布を託す例の発見はこれが世界で初めてのものです。 

本研究成果は，11月 10日に国際誌「New Phytologist」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_11_13_01.html） 

 

【 7 】ニュース２------------------------------------------------------------------- 

～環境 DNA調査により雄物川本流で絶滅危惧 IA類のゼニタナゴの繁殖地を確認！～ 

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

神戸大学大学院博士前期課程 坂田雅之（さかたまさゆき），パシフィックコンサルタンツ株

式会社 真木伸隆（まきのぶたか），秋田県立大学 杉山秀樹（すぎやまひでき）客員教授，神

戸大学 源利文（みなもととしふみ）准教授からなる研究グループは，広域の環境 DNA調査と採

捕調査の組み合わせによって秋田県の雄物川本流で絶滅危惧種 IA 類のゼニタナゴの繁殖地を

発見しました。 

本研究成果は，平成 29 年 11 月 14 日付けで，国際科学誌「The Science of Nature - 

Naturwissenschaften」電子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/research_at_kobe/NEWS/news/2017_11_14_01.html） 

 

【 8 】ニュース３------------------------------------------------------------------- 

～国際標準模式地の審査状況について ～地層「千葉セクション」の認定へ向けて～～ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
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11月 12日，国際地質科学連合（International Union of Geological Sciences，IUGS）の

中の作業部会（下部−中部更新統境界作業部会）で，「前期‐中期更新世境界」の GSSP候補を

選ぶ投票が終了しました。その結果，3 つの候補の中から千葉県市原市の地層「千葉セクショ

ン」が選出され，IUGS内の上部の委員会に答申されることに決まりました。 

神戸大学からは，内海域環境教育研究センター 兵頭政幸教授が千葉セクションの共同申請

者の一人として本研究に携わっています。 

 

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_11_14_02.html） 

 

【 9 】ニュース４------------------------------------------------------------------- 

～世界初のラバー３Dプリンタ技術を用いたシューズで神戸マラソンに出場しました～ 

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

神戸大学システム情報学研究科では，貝原教授を研究テーマ責任者として，本学（システム

情報学研究科，工学研究科，経営学研究科，学術・産業イノベーション創造本部），兵庫県立

工業技術センター，産業技術総合研究所，（株）アシックス，（株）神戸工業試験場，住友ゴ

ム工業（株），バンドー化学（株）とで内閣府の競争的資金である戦略的イノベーション創造

プ ロ グ ラ ム （ SIP ： Cross-ministerial 

Strategic Innovation Promotion Program）

に係る研究を産官学で連携して進めていま

す。 

この度，研究活動成果の 1 つとして，世界

初のラバー3Dプリンタを使用してシューズ用

のソールを作成し，それを用いたランニング

シューズを試作しました。 

開発素材の実用耐久性の確認等を目的に，

今回試作したシューズを履いた 4 名のランナ

ーが，第 7 回神戸マラソン（2017.11.19）に

出場しました。 

          

詳細は，こちらをご覧ください。 

（http://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/info/2017_11_22_01.html） 

 

 

★学友会のホームページ 

（https://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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