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2021 年 2 月から始まった令和 3 年度ビジョン発信プロジェクトですが、最後の会
議も終了し、今年度の活動は終了を迎えました。令和 3 年度ビジョン発信プロジェクト

①統合報告書班で記事作成及びデザインを担当

最後の広報誌になる今回は、今年度のメンバーに振り返りをしてもらいました。

②取材、執筆、デザインといった広報物作成にお

①どちらの班でどんな担当業務でしたか？ ②忘れられない思い出は？ ③次年度の

ける工程のほとんど全てに携われたことは、
非常

メンバーに一言！今期メンバーのリアルな想いを最後にお届けします！

に勉強になりました。
メンバーや関係各所の皆さ

しました。

んにいつも助けていただき、感謝しています。
③普段、
あまり他部署との関りがない私にとって、

①報告書班でリーダー（全体調整・記事作成・諸
会議での報告など）をしていました。

初志貫徹

②慌ただしいスケジュールのなか、学長、理事、

和田崎友理子

プロジェクトメンバーのみんなで写真を撮った

国際部
国際交流課

こと。正門前の階段で「 適当に並んでくださー

同世代の様々な部署の職員と知り合い、
密な時を
過ごせたことは、とても楽しくいい経験でした。
プロジェクトは大変だと思いますが、
これからの
大学職員生活において、
財産となる貴重な機会だ
と思います。頑張ってください！

い」というカメラマンの指示（？）のもと撮影
した集合写真は 、編集後記の素敵な一枚となり
ました。

博聞強記

辻

誠

財務部
経理調達課
（リーダー）

③伝えるためにまず学ぶ 、やりたいことをやっ

①報告書班で、各トピックスに加えて学長メッセ

てみる、頼れるひとには思い切って頼る ……と

ージや対談、編集後記などのページを担当しまし

いった 、案外ムズカしいことにたくさん出会う

た。

と思います。きっと、「報告書を作成する」「シ

②統合報告書の校了後に、1 週間のお休みをいた

ンポジウムを開催する 」という言葉に留まらな

だきました。一度にこんなに年休を取ったのは、初

い活動になるはずです。

めてだと思います。

吉冨彩夏

③来期のみなさんの活動を陰ながら応援していま
す。

①冊子のデザインを担当したかったので報告書

敢為邁往
財務部
財務戦略課

班で活動しました。
②報告書班の中でもさらにグループを分けて、
主
に２人でデザインを担当していたのですが、
どち

①報告書班で神戸未来医療構想や、
マネジメント

らかが知っていてどちらかが知らないことがな

関係、環境報告等のページを担当していました。

いように２人の間では徹底的に情報共有しまし

②全班員での報告書の最終確認作業です。
最後の

た。
ほぼ毎日、
Slack や電話、zoom をしていたよ

追い込みが部活のようで楽しかったです。

うに思います。あの日々が思い出です。
③私は１期でも参加しましたが、１期と３期（今
期）でぶつかった壁や得たものは全く別物でし
た。
そういう意味では何回やっても新しい発見が
あるプロジェクトです。

無我夢中

迅速果断

③大変な時もありますが、
同世代の職員との交流

子安奈都子

三上真希

は気分転換や刺激になります。
ご興味があれば是

総務部
広報課

医学部
総務課

非ご参加ください。
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①報告書班で、記事を書いたりしました。

①シンポ班でリーダーとして全体統括や、
学外と

②『「富岳」飛沫感染シミュレーション』
（統合報

の連携や会議の調整、
広報誌のデザイン編集を担

告書 P.20）の取材で、理研内の「富岳」が設置

当しておりました。

されているエリアに入らせていただきましたが、

②色んな思い出があって中々選びきれないです！

想像以上のスケールの大きさに圧倒されました。

シンポジウム登壇者の大坂さんの農園にメンバ

その他の取材でも大学の臨場感を感じられる場

ー数人で黒枝豆収穫に行ったのは楽しかったし、

面が多かったです。ネガティブな思い出につい

日々状況が変わる三木谷会長のスケジュールの

ても枚挙にいとまがないですが、スペースの都

確認と準備を、
楽天メディカルの広報担当者と密

合上、割愛します。

に詰めたのはハードでしたが忘れられません！

③報告書の構成からシンポジウムの招聘者まで、

③正直中々大変ではありました！普段はリーダー

様々なことをメンバーで検討しながら進めてい

質朴剛健

なんてするタイプではないですし、
もの凄くプレ

天空海闊

くことになるので 、普段の業務とは違ったやり

杉本真輝

ッシャーでした！でも、
一緒に活動しているメン

中村正和

がいを感じられると思います。また、その過程

企画部
企画課

財務部
財務戦略課
（リーダー）

で大学に関する視野が広がったと個人的には感
じています。プロジェクトの活動は負荷がかか

バーのお陰で頑張れたし、
彼らと出会えたことが
何より良かった！かけがえのない戦友です！きっ
と何年経っても、
ビジョン大変だったねーと言い

るものかもしれませんが 、その分しっかり得ら

ながら今期のメンバーでお酒を飲んでいること

れるものがあると思います。

でしょう（笑）

①シンポ班にリーダーとして所属しており、主
①報告書班で取材や記事の執筆作業を担当しまし

に登壇者との打合せやシンダイシンポやホーム

た。

カミングデイでの発表資料作成・当日の登壇を

②執行部の方々の個人写真の撮影同行を担当した

担当しました。

ことです。真夏に屋外での撮影となり大変でした

②色々あって選べないくらいですが、何気ない

が、緑や青空の背景に笑顔溢れる柔らかい雰囲気

やりとりを含めたメンバーとの関わりがどれも

の 1 ページに仕上がっていて感動しました。（ 報

忘れられない思い出です。今振り返っても私は

告書 46-47 ページをぜひご覧ください！）

頼りないリーダーでしたが、メンバーのおかげ

③そもそもビジョンとは何かということから、冊

で何とかやり切れたと思うので、ほんとに感謝

子の編集制作・広報、イベントに企画実施に至る

です。

まで、通常業務とはまた違った視点や経験を得る

誠心誠意

③「大変そう」というイメージがあるかもしれま

ことができるプロジェクトだと思います。

板橋

せんが、正直大変でした。ただ、その分得られた

愛

経済経営研究所
事務課図書係

ものは大きかったと思います！部署横断型プロジ
ェクトだからこそ、業務内外問わず、きさくに話
せる人とのつながりができたのもよかったです。

謹厳実直

法貴美夢
財務部
財務企画課
（リーダー）
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①シンポ班に所属しており、登壇者との打ち合

①シンポ班で広報の補助をやっていました。

わせやスライドの作成等を担当していました。

②前日のリハーサルと当日です。当たり前かもし

②シンポ中は３時間冷や汗が止まりませんでし

れませんが、メンバー作り上げている感覚が身に

た。あの時舞台裏で何が起きていたのか、興味
がある方は直接お声がけください。

冨田崇文
研究推進部
研究推進課

いて受付で一人で泣きそうになってました。

北嶋菜織

③プロジェクトも３年目が終わり、少しずつ学
機知頓才

染みて感じられて、当日メンバーの後ろ姿を見て

外柔内剛

③大学自体についても、通常業務についても、理解

医学部
管理課

内外での認知度も高まってきているように感じ

が深まるいい機会です。みなさんの思う大学の魅
力を是非このプロジェクトにぶつけてください！

ます。良い部分は継続しつつ、反省点は改善し
て、より良いプロジェクトになっていくことを
期待しています。

①シンポ班でTwitterや広報誌作成といった、
広報
を担当していました。

①シンポ班で、大学ホームページの作成、プレス

②シンポジウム開催前の数週間です。シンポの練

リリースに向けた調整、当日参加者に向けたアン

習を何度も重ねたことにより、楽天からのプレゼ

ケートの作成等を担当しました。

ン動画を、メンバー間で再現できるようになって

②シンポジウムの成功に向けて、メンバーと何度

いました笑。リハーサル後、わいわい言いながら

も打合せやリハーサルを重ねました。仲間と過ご

帰宅したのも良い思い出です。他にも、シンポに

した濃い時間は、かけがえのない思い出です。

招聘した卒業生の畑に収穫体験に行ったことや、

③通常業務では関わることがなかった教職員の方
々と力を合わせて一つのものを作り上げていくと
いう、とても貴重な経験ができました。無事にシ
ンポジウムを終えることができた時には、この上

温厚篤実

吉田奈央
財務部
財務企画課

ない達成感を味わうことができますよ！

業務を助け合う間に交わした、いくつもの「あり
がとう」も思い出になりました。
③理事や学長とお話しする機会も多く、神戸大学

温和勤勉

の未来を感じることが出来ます。通常業務も忙し

堀内麻生

い一年でしたが、そのことによって、働き方やコ
ミュニケーションの取り方も勉強になりました。

総務部
人事課

そしてビジョンメンバーという、たくさんの仲間
①シンポ班で会場ロジ関係を担当していました
（座席配置や当日の進行の検討など）。
②シンポジウムの翌週にメンバーから誕生日の
お祝いをしてもらえたこと。
③若手主体でシンポジウムの企画から運営まで
慈悲忍辱

普段の業務では経験できないことに取り組め、

横関

神戸大学のビジョンや魅力について改めて考え

悟

施設部
施設企画課

る良い機会になります！

を得る事が出来ます！挑戦して良かったです。ご
興味お持ちの方はぜひ、一歩踏み出してみてくだ
さい。
皆様、応援いただきありがとうございました！
次年度のメンバー、是非とも今年度よりももっと
良い活動にしてください！

問い合わせ先：神戸大学財務部財務戦略課
（神戸大学ビジョン発信プロジェクト）
E-mail：fn-ssp@office.kobe-u.ac.jp
TEL：078-803-5132

