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神戸大学がポートアイランドに進出
－先端融合研究を推進－

文部科学省科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」

文部学科省「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」

私たちは、グローバルエクセレンスの実現を目指し、
＜神戸大学ビジョン２０１５>の達成に向け全学を挙げて
研究・教育・産学官民連携に取り組んでおります。その一端を紹介いたします。

グローバルエクセレンスの実現を目指して
（研究・教育・産学官民連携）

医師･コメディカル統合的人材育成拠点形成
神戸大学大学院医学研究科

地域社会医学･健康科学講座

エキスパート･
コメデイカル育成プログラム

①災害医療　　②感染症医療
③周産期医療　④高齢者医療
⑤がん医療

高度専門医療従事者による
地域医療の活性化・均一化

地域医療機関
医師・コメデイカルの効率的な診療形態の構築

兵庫県立大学

兵庫県立病院（連携大学院）
●こども病院（連携教授）
●がんセンター
　（客員教授、連携教授）
●総合リハビリテーションセンター
　（客員教授）
●粒子線医療センター（客員教授）

医療従事者 ■看護師
■保健師
■助産師
■薬剤師
■臨床検査技師

■診療放射線技師
■管理栄養士
■理学療法士
■物理療法士
■医学物理士

神戸大学大学院
保健学研究科

神戸薬科大学
（連携大学）

兵庫県

　科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」に、神戸大学と兵庫県が共同で応募していた
｢医師・コメディカル統合的人材育成拠点形成｣が採択され、5月14日に発表されました。
　この事業は、大学等が有する個性・特色を活かし、将来的な地域産業の活性化や地域の社会ニーズ
の解決に向け、地元で活躍し、地域の活性化に貢献し得る人材の育成を行うため、地域の大学等（又
は地域の大学等のネットワーク）が地元の自治体との連携により、科学技術を活用して地域に貢献す
る優秀な人材を輩出する「地域の知の拠点」を形成し、地方分散型の多様な人材を創出するシステム
を構築することを目的として平成18年度から開始された事業です。
　今回申請した取り組みでは、神戸大学を中心として兵庫県の協力のもと、地域医療に従事するコメ
ディカルが容易に高度専門教育を受けることができる地域再生人材育成拠点の形成を行います。神
戸大学と兵庫県では以前より、地域医療向上のため医師の相互交流を既に行っていますが、コメディ
カルに対しても機能的スキルミクスを可能とする高度専門教育を包括的に実施する「医師・コメディ
カル統合的人材育成拠点」を形成し、地域医療の再生を図ります。
　兵庫県との連携による県内全域をフィールドとした地域医療における人材の総合的育成、循環シス
テムの構築を通じて、住民の安全・安心を守る地域医療の再生に神戸大学が大きく貢献できることを
確信しています。

　文部科学省の「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」に、神戸大学と神戸薬科
大学が共同で応募していた｢医薬共同による創薬・育薬を担う医療人の育成を通じた私立・国立大学
の連携｣が採択され、7月10日に発表されました。
　国公私立大学間の積極的な連携を推進し、各大学における教育研究資源を有効活用することによ
り、当該地域の知の拠点として、教育研究水準のさらなる高度化、教育活動の質保証、個性・特色の
明確化に伴う機能別分化の促進と相互補完、大学運営基盤の強化等とともに、地域と一体となった
人材育成の推進を図ることを目的として昨年度から開始した事業です。 
　今回申請の取り組みでは、医薬品の適正使用・安全管理教育を強化するため神戸薬科大学での
新たな学部授業科目、大学院授業科目の共同開発を行います。また、卒後教育で、薬剤師レジデン
ト教育プログラムを充実、医薬生涯研修支援プログラムを開発、両大学で展開するとともに、医薬
共同研究を推進することにより、創薬・育薬を担う医療人の育成を行います。さらに、両大学の教
員・職員を対象としたFD・SD研修プログラム等の共同開発を行い、教員・職員の質の向上を図り
ます。 
　両大学が連携することにより、地域医療への貢献を目的とした医学・薬学分野における高度な教育
と先端的な研究を融合した「知の拠点」の形成を目指します。

　神戸大学は平成19年4月に自然科学系先端融合研究環を設置し、先端イノベーション融
合研究を推進してきました。この自然科学系先端融合研究環の実績を、全学の４大学術系列
（人文・人間科学系、社会科学系、自然科学系、生命・医学系）に拡張して、全学の先端融合
研究を推進する目的で、今回、神戸大学統合研究拠点を整備することにしました。　
　神戸大学が、科学技術イノベーション、社会イノベーション、人材イノベーション、政策イノ
ベーションの全てに主導的な役割を果たすためには、学外との連携においてダイナミックなイ
ンタラクションの状態にあることが必須条件です。地理的な条件において、ポートアイランド
は極めてダイナミックな連携拠点であります。神戸大学の先端融合研究に参画する研究者は、
周辺の学外諸機関と密接に連携を図ることにより、イノベーションの創出に大きく寄与するこ
とが期待されます。このような先端融合研究の推進は、神戸大学の研究力を強化することと
なり、神戸大学における卓越した教育力と社会貢献力に反映されます。
　神戸大学の統合研究拠点をポートアイランド地区に展開することにより、既存の研究プロ
ジェクトを統括するとともに、神戸市の医療産業都市構想、グローバル産学官連携拠点事
業、理化学研究所の次世代スーパーコンピュータとの連携など、広範な産業界を含む学外諸
機関との連携協力を推進することが可能となります。また、産学官連携を核として、ポートアイ
ランド地区の地域クラスターの形成に神戸大学として主体性を持って参画し、寄与できます。
　このため神戸大学はポートアイランド地区においてイノベーション創出に向けた全学の先端
融合研究を推進します。

事 業 概 要

医薬共同による創薬･育薬を担う医療人の育成を通じた
私立･国立大学間の連携

薬科大学での展開
●学部授業科目の共同開発　●大学院授業科目の共同開発

両大学で卒後教育を展開
●薬剤師レジデント教育プログラムの充実
●医薬生涯研修支援プログラムの共同開発
   （薬剤師のほか、医師、看護師、保健師、検査技師等が対象）

研究成果の還元 院生等の参画

■兵庫県薬剤師会
■兵庫県病院薬剤師会

開発に参画

医薬共同研究の推進

教育の高度化
●FD（医療系教員）研修プログラムの共同開発
●SD（コメディカル）研修プログラムの共同開発
●医薬品に関する危機管理の合同研修の開催

教員･職員の質の向上

医療人の研修参加

実習等の展開

地域医療機関
（県立病院・市立病院等）

神戸薬科大学＜私立単科大学＞
伝統ある薬学教育の拠点

神戸大学＜国立総合大学＞
国内有数の医学・医療の拠点

医学・薬学分野における高度な教育と先端的な研究を融合した「知の拠点」の形成

連携協定締結
（Ｈ19.7.17）
連携協定締結
（Ｈ19.7.17）

上記の重点項目について、今後、プロジェクトチームの構成、研究内容の
詰めを行っていく。

敷地概要
❶ 所在地：神戸市中央区港島南町7丁目1番15の一部
　 ※ポートライナー「ポートアイランド南駅」前

❷ 面積：約2,500㎡　　
❸ 契約内容：事業用借地権設定契約（神戸市より借地）

施設内容
延床面積4,000～5,000㎡の
神戸大学統合研究拠点の
施設を建設（平成23年度供用開始予定）

推進する重点研究の内容
◦社会科学系と自然科学系の
　先端融合研究の推進
◦生命・医学系と自然科学系の
　先端融合研究の推進　
◦人文・人間科学系、社会科学系、
　自然科学系及び生命・医学系の
　先端融合研究の推進　
◦神戸大学発の大型研究プロジェクト
　の推進　
◦外部機関等との連携を基盤とする
　計算科学に関する先端融合研究の推進

至三宮

次世代スーパー
コンピュータ ポートアイランド南駅

神戸空港

神戸大学統合研究拠点
（進出予定）

神戸大学
バイオテクノロジー
研究・人材育成センター
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グローバルエクセレンスの実現を目指して
（研究・教育・産学官民連携）

社会貢献活動を通じて学生の成長を支援 — 学生ボランティア支援室
　神戸大学都市安全研究センターと学務部では平成21年2月から「学生ボランティア支援室」を開設し、学生によ
るボランティア活動などの社会貢献活動を支援しています。学生によるボランティア活動は、それ自体が社会の役に
立つと同時に、社会の中にある様々な課題を学ぶことで、学生の人間的成長にもつながります。学生ボランティア支
援は、大学の社会貢献活動としても教育活動としても重要なことなのです。
　神戸大学生のボランティア活動は、阪神・淡路大震災で注目されました。そして今でも、災害関係で学生がユニー
クな活動を続けているのが、神戸大学の特色です。例えば「足湯ボランティア」。最近では、台風9号による被害が
大きかった兵庫県佐用町で実施されました。避難所や仮設住宅にいる被災者に、たらいに張ったお湯の中に足をつ

けてもらって、学生が10分ほど軽く手や腕をさすります。
そして、この間に、学生はいろいろな話を聞きます。「慣れ
ない長靴を履いて片づけをしているので、足がむくんでス
リ傷が出来た」「避難所にいるが、流された家のことばか
り考えて眠れない」。災害を体験したことのない学生も、
こうした被災者のつぶやきを聞いて、被災の経験を追体験
することになります。
　災害関係以外でも、高齢者や障害者の支援、野宿や貧
困の問題への取組、国際貢献や環境問題への取組など、
多様な分野で本学学生は活躍しています。卒業生のみな
さんも、ぜひ一度、学生ボランティア支援室のホームペー
ジをのぞいてみて下さい。

開室時間：平日 10：00～18：00
TEL：078-803-6256　FAX：078-803-6028
E-mail：svs@port.kobe-u.ac.jp　
URL：http://www.org.kobe-u.ac.jp/svsc/

本州四国連絡高速道路「連携協力協定」、池田銀行「産学連携基本協定」を締結
　知的資源の活用と人的資源の交流により地域に貢献するため、7月1日、本州四国連絡高速道路株式会社（本四高速）と「連
携協力協定」を締結しました。
　地域大学等との連携推進を掲げ瀬戸内企業ビジョンを目指す本四公団と、社会貢献分野において「グローバルエクセレ
ンス」を目指す神戸大学とが包括的な連携内容につき検討を重ね、連携協定を締結する運びとなりました。
　本四高速との当面の共同研究テーマは ⑴架橋の経済的効果に関する調査・研究 ⑵コンクリート構造物の保全に関する
調査・研究― ですが、今後は引き続き、①広範囲の連携を目的とした情報交換 ②人材育成のための教育、講習会の実施 
③共同で行う調査・研究 ④施設の相互利用をはじめ、幅広い分野で連携協力を構築、発展させていく予定です。
　また、8月6日には株式会社池田銀行と、人的・知的資源の交流・活性化を図り、地域社会の発展に資するため「産学連
携基本協定」を締結しました。
　今後は、大学の研究を活かした企業との共同研究や技術マッチング等の推進とともに、池田銀行は、神戸大学関連のベ
ンチャー企業等に対して、投資や融資を行います。

大阪・兵庫が取り組むグローバル産学官連携拠点「関西バイオメディカルクラスター」
　大阪、兵庫地域の産業界、大学、自治体が力を合わせて取り組んでいる産
学官連携拠点「関西バイオメディカルクラスター」が、文部科学省及び経済産
業省により「グローバル産学官連携拠点」として採択されました。
　関西バイオメディカルクラスター構想は、大阪・兵庫地域に集積するライフ
サイエンス領域の研究開発ポテンシャルを活かしながら、「医薬品」「医療機
器」「健康科学」の3分野における産学官連携のより一層の活性化を図り、関
西を世界トップクラスのバイオメディカル産業拠点として発展させていくことを
目的としたものです。今回、グローバル産学官連携拠点に採択されたことによ
り、クラスター創成事業をはじめとした様々な国家プロジェクトへの応募に際
して優先的に審査されるなど、国や自治体から様々な支援を受けることが可
能となります。
　この拠点構想には、神戸大学も基幹大学として参加しており、兵庫県の産
学官連携の中核として重要な役割を担っています。今後は、兵庫県や神戸市
などとの連携を強化し、「医薬品」「医療機器」「健康科学」の3分野における
研究の活性化と研究成果の社会還元に注力していく方針です。

提 案 概 要

拠点名：関西バイオメディカルクラスター

分　野：医薬品・医療機器及び健康科学をメインターゲットとするバイオメディカル

内　容：大阪・兵庫地域では現在、共同で知的クラスター創成事業をはじめ、医薬品開発や先端医療
分野における様々な取り組みを進めており、共同研究や企業マッチングなどの成果が上がっている。今
回の構想では、その枠組みを広げ、医薬品、先端医療にとどまらず、革新的医療機器の開発や病気の
予防、診断、介護等の健康科学も包含したバイオメディカル領域全体に厚みを有するより大きな産学
官連携拠点を形成することで、世界のヘルスケアをリードする強固な産業基盤を確立し、安全・安心で
持続可能な低コスト健康社会の実現を目指すこととしている。

提案機関：関西経済連合会、大阪商工会議所、神戸商工会議所、大阪医薬品協会、大阪大学、大阪府
立大学、大阪市立大学、神戸大学、兵庫県立大学、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市

産学官連携拠点（グローバル産学官連携拠点）制度の概要：
世界トップクラスの質と規模の研究者、研究インフラの集積等、国際的に優れた研究開発ポテンシャル
を有する拠点。
※今年度より実施される文部科学省・経済産業省の新たな制度。人材育成・基礎研究から商業化・事業化までの活動を産学官が連携
して行なわれている拠点を選定し、持続的・発展的にイノベーションを創出するシステムを構築。

台風9号被災地の兵庫県佐用町で泥出しのボランティア活動を行う神戸大学生
（平成21年8月23日撮影）

兵庫県佐用町佐用郵便局で台風9号による水害の被災者に
足湯を行う神戸大学生（平成21年9月13日撮影）

  学生ボランティア支援室

文部科学省 大学病院連携型高度医療人養成推進事業
　このたび、大学病院連携型高度医療人養成推進事業の一環として、徳島大学申請の
「四国本州メディカルブリッジ高度医療人養成― 地域医療を担う次世代医師の育成と定
着を目指して―」の参加施設となりました。
　歴史的・地理的に関係の深い四国４大学とその関連医療機関が、それぞれの優れた分
野を活かした相互補完を行うとともに、神戸大学、日本医科大学と連携した循環型専門
医養成システムを構築することで、地域医療を担う次世代の優れた専門医及び臨床研究
者を養成するプログラムです。従来の単独の大学病院による取り組みではなく、四国と首
都・阪神圏の異なる医療環境で地域医療から高度先進医療まで幅広い分野での専門診
療経験を積むとともに、大学院での質の高い臨床研究を組み入れることで、卒前教育、初
期臨床研修と緊密に連続・連携した魅力あるキャリア形成システムの構築を目指します。
　このようにして、総合力を基盤とした高い専門性と臨床研究能力を有し、地域医療の特
性を理解した優れた医師を数多く輩出することにより、大学病院の機能強化を図るととも
に、優れた医療に貢献できる専門医の増加と地域医療の活性化を目指します。

愛媛大学
総合臨床研修センター

神戸大学
卒後臨床研修センター

日本医科大学
臨床研修センター

連携

連携

関連
医療施設

関連
医療施設

関連
医療施設

高知大学
卒後臨床研修センター

徳島大学
キャリア形成支援センター

香川大学
卒後臨床研修センター

“四国本州メディカルブリッジ高度医療人養成”
～明石海峡大橋を連携の架け橋とした地域医療を担う次世代医師の育成～

関連
医療施設
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卒 業 留学 生 紹 介

神戸大学 国際交流推進本部  瀬口 郁子

　イラン出身で自然科学研究科修士課程を修了したシリン・ネザマフィさんが、純文
学の登竜門とされる第108回文学界新人賞を受賞しました。受賞作の「白い紙」は、イ
ラン・イラク戦争下の若者を描いた青春小説といい、「文学界」2009年6月号に掲載さ
れました。またこの作品は、第141回芥川賞・直木賞において芥川賞候補にノミネートさ
れ、非漢字圏出身者の候補ということでマスコミから大きな注目を集めました。惜しく
も芥川賞受賞は逃しましたが、神戸大学に元気を与えてくれるニュースとなりました。
　そんなシリンさんですが、第２回ホームカミングデイで「神戸大学：出会いが与えてく
れた可能性」と題して講演していただいております。ご自身も、在学中に留学生ホーム
カミングデイに参加されたそうですが、大学に招かれた先輩方が楽しく語る姿とは対
照的に卒業後の神戸大学や友人とのつながりについて少し不安を持たれていたようで
す。大学卒業後には友人と離れ離れになり、もう会うこともなく友情も思い出もどこか
に消えてしまうのではと考えがちだったと言います。
　そのような状況であったため、神戸大学からホームカミングデイで講演を頼まれたこ
とは思いも寄らない出来事だったそうです。講演中、時々先輩方の顔を見て「これは本
当に、本当なのか」と錯覚に陥ることがあったそうですが、当日、多くの友人や知り合
いにも会うことができ、大学自体も懐かしく感じ、楽しいひとときを過ごすことができ
たと当時を振り返って語ってくれました。また、このホームカミングデイをきっかけとし 白い紙／サラム シリン・ネザマフィ著　文藝春秋 刊 　

課 外 活 動 団 体 報 告神戸大学ニュースネット委員会による

アカペラサークル「ガーナガーナ」
　放課後の国際文化学部キャンパスからは、美しいハーモニーが聞こえてくる。部員数100人を超え
るアカペラサークル「ガーナガーナ」の練習風景は、キャンパス内のいたるところで見る事ができる。
　創部から11年を迎え、新たな試みにも挑戦。毎年
夏に行われるサークルライブに加え、今年1月には神
戸大生にもっとアカペラに親しんでもらいたいと、初
めて神戸大生向けにウインターライブを開催。日本最
大級のアカペラのお祭り「関西アカペラジャンボリー！
（KAJa!）」にも出演を果たしている。毎年六甲祭でも
ブース内の特設ステージで各々のバンドが個性を生か
した演奏を披露し、会場を大いに盛り上げている。

タッチフットボールチーム「ROOKS」が
日本選手権、2位になりました

聞き語り調査会
　阪神・淡路大震災の犠牲者一人ひとりの記録を残そうと、工学部・塩崎研究室と北後研究室のゼ
ミ生らが震災の3年後に立ち上げた聞き語り調査会。近年、その活動が壁に直面している。発足当
初は年間100人を超える遺族に話を聞くことができたが、昨年はわずかに1人と協力者探しが困難に
なっている。また、自分らが残した記録をどのようにして外部に発信していくかも大きな課題だ。
　停滞した状況を変えるため、調査会はＮＨＫの協力のもと、今年6月に神戸出身の俳優・森山未來
とのトークイベントを百年記念館で開催した。
当日は会場に訪れた人らも巻き込み、「震災×
未来＝？」をテーマに活発な議論が行われた。
　調査会の活動の意義が明確に見つからず、悩
んでいたという調査会代表の三田博貴さん（大
学院工学研究科・1回生）は「自分たちの活動が
意味があるんだ、（活動を）やっていること自体
が重要なんだとわかった。やってよかった」と晴
れやかな表情を見せた。今後、新たな展開を見
せそうな調査会の活動に注目したい。

　横浜スタジアムで5月23日、第18回シュガーボウルTOUCHDOWN杯争奪タッチフットボール日本
選手権が開かれ、神戸大学女子タッチフットボール
チーム「ROOKS」が、日本2位の座に輝きました。
　「ROOKS」は春季関西学生タッチフットボール
トーナメントを制し関西学生1位代表として日本選
手権に臨みました。準決勝では社会人チームを逆
転で下しましたが、決勝では同じ関西勢の武庫川
女子大学に40－52で敗れました。
　「秋には日本一を」と野村佳代主将（発達科学部・
3年）。悲願の日本一を目指す「ROOKS」。秋季に
も期待がかかります。

硬式野球部
　奈良産業大学や阪南大学らとともに、近畿学生野球Ⅰ部リーグに所
属している硬式野球部。戦力的に差のある強豪私学に対抗するため、
「考える野球」を実践している。選手自らが積極的にデータを活用して
分析し、課題や疑問点をノートに書き入れ、活発なミーティングを行う。
他大学と違って、すべて学生主体であることが特徴だ。
　そんな野球が身を結んだのが昨秋。「私学2強」の一角、阪南大学か
ら勝ち点をあげるなど、6年ぶりに2位に躍進。優勝した奈良産業大学
とも互角の戦いを演じるなど、実力を見せつけた。
　しかし、奈良産業大学が不祥事で出場禁止となったために優勝候補
と目されていた今春は、阪南大学や同じ国立大の大阪教育大学に連
敗。早々と優勝戦線から脱落した。「チームとしておごりがあった」と
中村弘監督（神戸大ＯＢ）。最終成績は4勝4敗勝ち点2で3位と不完全
燃焼に終わった。
　秋季は雪辱を果たすための戦いとなる。「目標は1戦必勝」と真田猛
主将（国際文化学部・4回生）。20年以上遠ざかっている優勝、そして
いまだ未経験の神宮大会へ、硬式野球部の地道な戦いは続く。

　創部97年の歴史を持つ神戸大学陸上競技部。神戸大の前身となる神
戸高商時代には、多くの日本チャンピオンを輩出した名門だ。現在では
男子57人、女子9人が所属し、発達科学部グラウンドなどで練習を行っ
ている。
　近年では関西学生対抗選手権での1部昇格、関西学生対抗駅伝での
シード権獲得を目指し、日々たゆまぬ努力を積み重ねている。今年の
旧三商大戦では優勝を逃したものの、西日本七大学対抗で33連覇を
達成。1、2年生の活躍も目立ち、今後の飛躍が期待される。

陸上競技部

―推薦の言葉―

て、神戸大学とどこかでつながっていると感じることができるようになったことがとて
も嬉しいとも語ってくれています。
　現在は日系企業で元気に頑張っていらっしゃいます。阿部公房さんなど多くの日本
人作家の作品をたくさん読んでみたい、仕事を忘れてのんびり秋の京都を旅してみた
いと日本に思いを寄せるシリンさん。ぜひ神戸大学にも来学いただき、多くの後輩たち
を励ましていただきたいものです。
　今後のますますの活躍が期待されます。

シリン・ネザマフィさん
（2006年自然科学研究科修士課程修了）

　｢白い紙」は、イラン・イラク戦争を舞台に若い男女の淡い
恋を描いた作品です。女の子の名前も私という主語も出てき
ませんが、その少女に導かれて入るバザールの雑踏やモスク
の場面など、描写も緻密で不思議なリアリティを感じます。
　また、難民を扱った「サラム」は、2006年に「留学生文学
賞」を受賞した作品です。在学中、通訳アルバイトの経験か
らヒントを得た秀作で、岩波の雑誌『世界』（2007年10月
号・11月号）にも連載されました。
　異なる視点から人類共通のテーマにメスを入れた「白い
紙」、日本社会の排他性を静かに訴える「サラム」、いずれの
作品も深い考察が心に響きます。
　10年前に初来日し、学んだ日本語で小説を書くという夢に
向かってチャレンジしてきたシリンさん！これからも自由に、
幅広いジャンルでの創作を切に願っております。

黒いユニフォームを着ているのが神戸大学の選手たち
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「ESD シンポジウム イン KOBE」を開催
グラミン銀行のムハマド・ユヌス総裁に神戸大学名誉博士号を授与

NEWS
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神戸大学発信のフィールド・オブ・ドリームス
「マスターズ甲子園」

NEWS

01

中高一貫の附属中等教育学校の誕生
－附属学校を再編－

NEWS

05

映画「ノルウェイの森」神戸大学ロケが
実施されました

　村上春樹氏の大ベストセラー小説「ノルウェイの森」の映画化が決定し、このほど
神戸大学の国維寮と住吉寮がロケに使用されました。昨年から1970年頃の学生寮の
建物を探していたところ、カンヌやヴェネチアなどの国際映画祭で数々の受賞経験を
持つトラン・アン・ユン監督のイメージどおりであるとしてこの場所が選ばれました。
　国維寮ではベランダや廊下、住吉寮では食堂ホールなどで４日間撮影が行われ、
松山ケンイチさん、玉山鉄二さん、水原希子さんの出演シーンが撮影されました。
各日とも朝から夜遅くまで撮影が行われ、入寮している学生数名のエキストラ出演
や、寮自治会の協力もあり、撮影を全面的にサポートしました。
　この作品は2010年秋に公開予定で、国際映画祭にも出展を予定しています。日
本を代表する作品の製作に神戸大学が関わることができ、公開が楽しみです。
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神戸大学 国際交流推進本部  瀬口 郁子

神戸大学 TOPICS 神戸大学の最近の話題を集めてみました

  2006年度ノーベル平和賞を受賞したグラミン銀行総裁ムハマド・ユヌス氏の取り
組みと、日本を代表する社会運動家・賀川豊彦から、「ESD」を考えるシンポジウ
ムが3月7日～ 9日までの3日間開催されました。
　初日の六甲ホールでの研究共有ワークショップでは、大学生や会社員ら約150人
が参加。会場を神戸国際会議場に移した２日目には、約700人の参加者を前にユ
ヌス氏による「持続可能な社会づくりとソーシャルビジネス」、横須賀基督教社会館
会長・阿部志郎氏による「ESD実践の草分けとしての賀川豊彦」と題する講演の後、
両氏が「ESDに資するソーシャルワークの現在・過去・未来」をテーマに対談しました。
　最終日には六甲ホールで200人近い聴衆の中、学生がユヌス氏と約2時間半の対
話を行い、ユヌス氏はユーモアを交えながら、「主体性を持って行動すること」「学
生は自由なのだから自分でやりたいことを決定していけばいい」などと思いを語り
ました。プログラム終了後、ユヌス氏に名誉博士号が野上智行学長（当時）から贈
られました。　

　全国には、推計200万人の元高校球児がいるとされていますが、そのほとんど
は、高校時代に憧れの地を踏むことができませんでした。マスターズ甲子園は、全国
の高校野球のＯＢやＯＧが、性別、世代、甲子園出場経験、元プロ・アマチュア等の
キャリアを越えて、出身校別に同窓会チームを結成し、甲子園出場という夢を再び目
指そうとする大会です。2004年に第１回大会を始動、今年6月に第6回大会を開催
し、これまで地方予選大会に23都府県・370のＯＢ高校チームが参加しています。
　この夢の舞台を支えているのは、神戸大学の学生と教員を中心としたボランティ
アスタッフです。本学発達科学部に大会事務局を設置して開催準備を行い、大会当
日は、約800人の選手と約700名のボランティアをリードしながら、元高校球児の晴
れ舞台を支えています。今後も、日本の「フィールド・オブ・ドリームス」として、生涯
スポーツ振興や活力ある熟年文化の発展への支援方法を直接的に学ぶ場として、本
大会を開催していく予定です。本学の学生と教員が一体となり始動した本プロジェ
クトは、来年11月に「秋の甲子園」として、７回目のプレーボールを迎えます。

マスターズ甲子園大会ホームページ：www.masterskoshien.com

　神戸大学は附属学校再編計画により、これまでの発達科学部附属学校（6校園） 
を改組し、本年4月1日、神戸大学附属学校（8校園）を設置しました。このうち、新入
生を迎えた附属幼稚園、小学校、中等教育学校（中高一貫教育）及び特別支援学校
において平成21年度の入学式を行い、合わせて231名の新入生を迎えました。
　記念すべき第1回入学式は、附属中等教育学校が4月8日に神戸文化ホールで、附
属小学校が同9日に明石校講堂で催されました。いずれにも福田秀樹学長が出席
し、新入生と保護者の方々にお祝いのことばを贈るとともに、自身の研究の一端を
紹介し、神戸大学として地球に優しい活動に取り組むことを約束しました。併せて、
PTA、同窓会及び後援会の方々に、開校にかかわるご支援をいただいたことに対す
る感謝のことばを述べました。
　中等教育学校の入学式では新入生代表が、自分たちが新しい学校の歴史と伝統
を創っていくと、 誓いのことばを述べました。
　附属小学校の校歌、附属校園の校章が新たに制定されましたが、ここでは制服
及び本学大学院学生の製作したエンブレムを紹介します。

（由来）
３つの星は、神戸大学の精神「真摯・自由・協同」を表現しています。
また、神戸の特徴である海・山・灯台・夜景などを連想させ、“市
民性”や“光・輝き”などといった意味を含んでいます。

附属小学校のエンブレム

附属小学校の制服附属中等教育学校の制服有力400社就職率ランキング
全国第３位に　

　今春の就職状況を調査した結果が掲載されている『週間エコノミスト』（2009.8.25
号）によると「有力400社就職率ランキング」で、神戸大学の就職率が55.3%となり、
豊田工業大学（65.8%）、東京工業大学（55.7%）に次いで全国第３位であったと
報告されています（4位一橋大学［51.8%］５位慶應義塾大学［47.1%］）。また、一
般的な就職率も82%となっています。昨年来の世界的な経済危機が発生し厳しい経
済状況の下、就職氷河期と言われる中にあっても、本学の有力企業への就職状況
が極めて好調であることを証明しています。
　就職率、ランキングも重要ですが、今後もキャリアセンターを中心に就職ガイダン
スを始めとした就職指導を行い、学生の就職満足度を高めていきたいと考えています。
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住吉寮 国維寮

新司法試験、２年連続で合格率全国４位、
合格者数は８位

　法曹資格取得のための専門職大学院である法学研究科・実務法律専攻（いわゆる
法科大学院）は、平成21年も新司法試験において全国でトップクラスの成績をおさめ
ました。 全体の合格者数が前年より減少したにもかかわらず、神戸大学は合格者数を
増やし、新司法試験では過去２年連続して合格率全国４位、合格者数全国８位に入る
という非常に優秀な成績をおさめています。 学年定員が100名の法科大学院で累計
的合格率は約８割に達し、神戸大学は、東大、京大、一橋大と肩を並べる勢いです。 こ
のまま現在の勢いを維持し、さらに前進していこうと考えております。
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法学部
法学研究科

文学部
人文学研究科

 研究基盤センター
（極低温部門）

 研究基盤センター
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 研究基盤センター
（機器分析部門）

事務局
保健管理センター

遺伝子実験センター
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経営学部
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国際協力研究科
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農学部
農学研究科
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社会科学系
図書館

六甲台北
神大発達科学部前

六甲台

六甲団地前

神大正門前

神大文理農学部前

神大国際文化学部前

神大本部
工学部前

理学部Ｚ棟

前  庭

瀧川記念
学術交流会館

国文Ａ棟生協食堂

生協食堂
工学部AMEC3
（学生ホール） 工学部工学会館コンビニエンス・ストア

経済学部
経済学研究科

至阪急六甲

発達科学部
生協食堂

山口誓子記念館百年記念館

記念式典会場／六甲台学部企画

LANS BOX 

六甲台南口

国文E棟

自然科学総合研究棟３号館

留学生センター

理学研究科

国際文化学部
国際文化学研究科

人文科学図書館
文学部Ｂ棟

農学部Ｂ棟・Ｃ棟

発達科学部Ａ棟

六甲台
本館前

本館中庭

工学部本館

高井記念学生スポーツ会館

コンビニエンス・ストア

学生会館

経済経営研究所
（兼松記念館）

三木記念同窓会館

社会科学系フロンティア館

六甲台本館

出光佐三記念六甲台講堂

ティー・パーティー/
六甲台学部企画

大学教育推進機構
国際コミュニケーションセンター
キャリアセンター
学生センター
国際文化学図書館

発達科学部
人間発達環境学研究科
人間科学図書館

N

六甲台キャンパス
神戸大学六甲台キャンパス案内図

「ホームカミングデイ専用バス」
が六甲台キャンパスを巡回します。

六甲台正門（門衛所／13:15発）
→発達科学部（門前／13:20発）
→国際文化学部（門衛所／13:25発）
→工学部（本館前／13:30発）
→文理農学部（文学部玄関前／13:45着）

●交通案内

●  出光佐三記念六甲台講堂、六甲台本館前、
　社会科学系図書館
　神戸市バス36系統「神大正門前」下車
●  百年記念館、山口誓子記念館　
　神戸市バス36系統「神大文理農学部前」下車

＜全体企画への行き方＞

地図上の　　  は、ホームカミングデイ
専用バスの停留所を表します。

第１便

文理農学部（文学部玄関前／14:00発）
→六甲台正門（門衛所／14:05発）
→発達科学部（門前／14:10発）
→国際文化学部（門衛所／14:15発）
→工学部（本館前／14:20発）
→文理農学部（文学部玄関前／14:35着）

第2便

①阪急電鉄「六甲」駅、JR「六甲道」駅、阪神電鉄「御影」駅から、
　神戸市バス36系統「鶴甲団地」行を利用
　※国際文化学部は、神戸市バス16系統「六甲ケーブル下」行を利用

②上記各駅から、タクシー約10～ 20分

※出発時刻は多少遅れることがございます。

コンビニエンス・ストア（セブン・イレブン）
も営業しております。
•工学部構内7：00～23：00
•国際文化学部構内8：00～20：00
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キャンパス 店舗名 営業時間
六甲台 社会科学系アカデミア館 1 階 BEL BOX 食堂 11:30 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

文理農学部 LANS BOX 食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

国際文化学部 生協食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

発達科学部 生協食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

工学部 生協食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

医学部医学科 生協食堂 11:00 ～ 14:00（オーダーストップは、13:00）

軽食・休憩

会　場 イベント 時間
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

本　部

出光佐三記念六甲台講堂 記念式典 10：30〜12：00
六甲台本館前 ティー・パーティー 12：00〜13：00
社会科学系図書館 社会科学系図書館見学 11：00〜17：00
出光佐三記念六甲台講堂前 ホームカミングデイ市 10：00〜17：00
百年記念館１階展示ホール 神戸大学史特別展 9：30〜17：00

山口誓子記念館 見　学 9：30〜17：00
お茶のおもてなし 13：00〜16：30

留学生センター
百年記念館六甲ホール

留学生ホームカミングデイ　オープニング 14：00〜14：20
ようこそみなさん神戸大学へ　～感謝の時～ 14：20〜15：00
海外ネットワーク紹介/ライブパフォーマンス 15：00〜15：20╱15：20〜15：30

百年記念館六甲ホール・ホワイエ 各国/地域文化紹介プラザ 15：50〜17：00
瀧川記念学術交流会館 インターナショナル　オープン　パーティー 17：30〜19：00
留学生センター 国内留学生同窓会総会 12：00〜13：00

文学部
文学部B棟152教室

文学部長挨拶 14：00〜14：10
講演会 14：20〜15：20
第３回文窓賞入賞者授賞式 15：30〜16：20

文学部A棟学生ホール 懇親会 16：30〜18：00
文学部B棟152教室前 センター、プロジェクト等の関係展示 13：20〜16：30

国際文化学部
国際文化学部E棟４階大会議室

国際文化学部長挨拶 13：30〜13：35
第１部：検証-国際文化学部を卒業して 13：35〜14：40
第２部：対論-<国際文化学>の現在 14：50〜16：00
翔鶴会総会 16：05〜16：25

国際文化学部A棟生協食堂 懇親会 16：30〜18：00
国際文化学部キャンパス 新校舎見学ツアー 11：30〜12：30
学　外（三宮） 学年別・講座別同窓会 19：00〜21：00

発達科学部

発達科学部 キャンパスツアー 14：00〜14：30
発達科学部大会議室 記念講演会 14：45〜16：00
発達科学部生協食堂 全体懇談会 16：00〜17：30
発達科学部生協食堂ほか 期別懇談会 17：30〜18：00
発達科学部Dルーム 研究報告（ポスターセッション） 13：00〜16：00

法学部
経済学部
経営学部

国際協力研究科
経済経営研究所

出光佐三記念六甲台講堂 講演会 13：30〜14：30
マンドリン・コンサート 14：40〜15：40

レストランさくら（アカデミア館３階） 懇親会 16：00〜17：30
六甲台本館　前庭 学生主催の催し 10：00〜17：00
六甲台キャンパス キャンパスツアー 10：00〜17：00
社会科学系アカデミア館 キッズルーム 10：00〜17：00

理学部

理学部Z棟201,202多目的室
理学部長挨拶 14：00〜14：05
理学部60周年記念シンポジウム 14：05〜15：20
理学部60周年記念演奏会 15：30〜16：00

理学部キャンパス サイエンスラボツアー 16：00〜17：00
理学部Z棟103室 生物学科同窓会 16：00〜17：00
理学部Z棟201,202多目的室 懇親会 17：00〜18：30
理学部Z棟201,202多目的室 ポスター展示「理学部の60年」「学科紹介」など 13：30〜18：30

工学部

工学研究科本館D1-201多目的室 工学部長挨拶 14：00〜14：20
学生による研究報告 14：20〜15：00

工学部学生ホールAMEC3 学生によるポスターセッション 15：00〜16：00

工学部キャンパス キャンパスツアー（工学研究科） 15：00〜15：30
キャンパスツアー（各学科） 15：30〜16：00

工学研究科本館中庭 懇親会 16：00〜17：30

農学部
農学部C棟101教室 農学部創立60周年記念式典 13：30〜14：00

学術講演/一般講演 14：15〜17：15
神戸大学生協LANS BOX１階食堂 記念祝賀会 17：30〜19：30
農学部キャンパス 新装学舎の見学会 11：00〜12：00



深江キャンパス（海事科学部）

神戸大学楠キャンパス・名谷キャンパス・深江キャンパス案内図
楠キャンパス（医学部医学科）

①神戸市営地下鉄「大倉山」駅から、徒歩約5分
②ＪＲ「神戸」駅及び神戸高速鉄道「高速神戸」駅から、徒歩約15分
③ＪＲ「神戸」駅から、神戸市バス9系統
　または110系統に乗車「大学病院前」下車
④ＪＲ「神戸」駅から、タクシー約5分
⑤新幹線「新神戸」駅から、タクシー約10分

●交通案内

名谷キャンパス（医学部保健学科）

新幹線「新神戸」駅、ＪＲ「三ノ宮」駅、阪急電鉄「三宮」駅、阪神電鉄
「三宮」駅で神戸市営地下鉄に乗り換え、「西神中央方面」行きに乗
車、「名谷」駅下車
①「名谷」駅から神戸市バス78系統に乗車「友が丘中学校前」下車
　 徒歩約4分
②「名谷」駅から 徒歩約15分
③「名谷」駅から タクシー約5分

●交通案内

百年記念館
　六甲台キャンパスの南端、海抜100メートルの地にあり、神戸の市街地から大阪湾沿いの街々を見渡せ、さらに関
西空港から友ケ島、淡路島が望める日もあります。もちろん、夜景は絶景です。
　平成14年の建学100周年を記念して卒業生、教職員らの寄附などで平成13
年に建てられました。３階建て、東西の幅90メートルで、東側に留学生センター、
西側は神大会館があり、六甲の丘から飛び立つ鳥をイメージした工学部 狩野忠
正教授（当時）のデザインです。第16回神戸景観・ポイント賞を受けています。
　中央幅21メートルの吹き抜けのプラットホームからぼんやり景色を眺めた
り、談笑したりする人たちの姿が絶えることはありません。

山口誓子記念館
　百年記念館の東側にあるのが山口誓子記念館です。兵庫県西
宮市にあった俳人山口誓子氏邸が阪神・淡路大震災で壊れたあ
と、平成13年、記録をもとに足立裕司教授が設計し、建材の一部
を利用してほぼ復元しました。波津女夫人の遺弟末永山彦氏が神
戸大学の卒業生だったこともあって多額の寄附が寄せられ『山
口誓子学術振興基金』として国文学研究の助成振興などに使わ
れています。誓子氏は、神戸大学最初の名誉博士です。

　約150平方メートルの数寄屋造りの建物内では、誓子・波津女夫妻の俳句
や生涯に触れられる展示があり、一般市民にも開放され句会や茶会などに広
く利用されています。
●開館日：火・木　10:00～16:00　
　［大学休業期間（3/27～4/5，8/1～9/30，12/25～翌年1/7）を除く］
●利用について：http://www.office.kobe-u.ac.jp/ksui-yamaguchiseishi/

海事博物館
　神戸大学海事科学部の前身にあたる神戸商船大学は、海事関係の資料を集めて展示し、海事思想の普及に努めてきました。昭和33年、
戦災をまぬがれた模型、各方面から寄贈していただいた資料などを集めて、ささやかな海事参考館が発足しますと同時に、社会的変化のた
め散逸しつつあった資料の蒐集に努力し始めました。
　現在の海事博物館は、神戸商船大学50周年記念事業として新しい展示室が昭和42
年に完成したのを機会に「海事資料館」と名称を変更し、更に平成15年10月、神戸大学
との統合を契機に、平成16年10月に「海事博物館」になって今日に至っているもので
す。展示資料は江戸、明治時代の資料をはじめとして、世界の海運界の盛衰資料と言われ
る仲島忠次郎コレクションや日本商船建造資料と戦没状況資料の山田早苗コレクション
など海と船の過去、今、夢のある未来が詰まった博物館です。
●開館日：月・水・金13:30～16:00（祝祭日・お盆・年末年始を除く）
●見学について：http://www.museum.maritime.kobe-u.ac.jp/index.html

神戸大学めぐり

中山正實作「青春」
左から「休息」「学究」「平和」「希望」「謳歌」「友情」「勤労」の７つのテーマが描かれている。

社会科学系図書館の壁画「青春」
　社会科学系図書館の扉を潜り正面階段を上がるとカウンター背後の壁面いっぱ
いに描かれた巨大壁画と出会います。この壁画は、神戸商業大学附属図書館の新
築に際して中山正實画伯（明治31年～昭和54年）に委嘱され、3年の年月をかけ
て昭和10年に完成したもので、「青春」と名付けられました。
　壁画を描いた中山画伯は、神戸商業大学の前身である神戸高等商業学校の卒
業生で、卒業後は東京商科大学専攻部に進学するとともに、本格的に絵画の勉強
を開始し、大正10年の第3回帝國美術院展覧会（帝院）で初入選、大正13年には
フランスの代表的な展覧会サロン・ドートンヌでも入選して注目を集めました。
　「青春」の制作について、本学に残されたメモには「大学の理想を暗示し日本精
神を象徴ししかもこの建築物や環境に最も調和するもの」を描くと記されていま
す。また絵の構成については、「背景とするものは『雄大、荘厳、静寂』等の日本の風
景、幾人かの人物を配して風景と相助けて色々な意味を象徴せしむ」との説明があ
ります。
　中山画伯は、「青春」の完成に続いて六甲台講堂の「富士」「光明」「雄図」の制作
に着手し、昭和13年に完成させました。これ以後も大学との関係は緊密で、神戸大
学には画伯の作品（油絵、エッチング等）が数多く残されています。

清原和博選手ユニフォーム
　平成20年に引退した元プロ野球選手（オリックスバファローズ）
の清原和博さんが、昨年11月25日に附属病院子どもセンターを
訪れ、入院中の子どもたちを励まされました。その際、清原さん
は、附属病院で左ひざの軟骨移植手術を受け復活を果たしたこと
の恩返しとして、自身の引退試合で着用したユニフォームと帽子を
医学部附属病院に寄贈さ
れました。寄贈されたユニ
フォームと帽子は、附属病
院内に展示し一般に公開
されており、多くの人たち
に勇気と希望を与える貴
重な宝物となっています。

須磨ベルトコンベアートンネル
　ポートアイランドや六甲アイランドの埋め立て事業に使用され
た全長約14.5kmに達する須磨ベルトコンベアートンネルが、医
学部保健学科の地下に残されています。幅6.3ｍ、長さ250ｍの
地下トンネルが、医学部保健学科のグランド地下を今も縦断して
います。神戸空港建設で最後の役割を終え、平成20年３月に神戸
市から現状有姿で神戸大学に返
還されました。今は特定の用途
で使用されず、トンネル内は湿
気が多く水滴が付着している状
態ですが、日本の高度成長期を
支えまた神戸市の歴史を物語る
貴重なトンネルと言えます。

武道場
　武道場は昭和10年に竣工されました。平成20年夏
に公開された映画「火垂るの墓」のロケ地としても使用
されましたが、ロケハンに訪れた日本映画美術の大家、
木村威夫さんをはじめ多くの映画美術関係者の方々が
感心される建物で、現在も部活動で多くの学生が使用
しています。

①阪神電鉄「深江」駅から、徒歩約10分
②ＪＲ「甲南山手」駅から、徒歩約20分
③ＪＲ「芦屋」駅から、タクシー約15分

●交通案内

平家「福原京」楠・荒田町遺跡
　楠・荒田町遺跡は、医学部附属病院のある神戸市中央区楠町から兵庫区荒
田町にかけての範囲に広がっています。『平家物語』には「頼盛の山庄あら田」
とあり、200ｍ西の荒田八幡神社が清盛の弟である大納言頼盛の館跡伝承地
であるところから、福原京（福原行宮）の有力な候補地の一つとなっています。
　昭和56・57年に病院構内で神戸大学が行った発掘調査で、平安時代の二本
並行する壕の一部と大型の建物跡が発見され、福原京に関係する遺跡ではな
いかと注目を集めました。
　その後、平成15年の病院立体駐車場建設に伴い、兵庫県教育委員会が調査
した結果、壕の続きと特異な建物跡が見つかり、重要な遺跡であることが裏付けられました。
　歴史上有名な福原遷都も、その存在を今に伝える遺構はほとんど残っていません。神戸大学と兵庫県教育委員会
は保存協議を進め、遺構を傷つけないよう砂で埋め戻し、駐車場の地下１～２mの深さに保存しています。

生協食堂 11:00 ～ 14:00
（オーダーストップは、13:00）

会場：神緑会館

至大倉山

大学病院前

N

N

第一病棟

中央診療棟
基礎学舎・北棟

外来診療棟
臨床研究棟

会場：D棟201教室

生協食堂
中棟南棟

北棟

研究実習棟

至名谷

友が丘中学校前

国道43号線

会場：総合学術交流棟

海事博物館

深江丸
N
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会　場 イベント 時間
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

医学部医学科
医学部神緑会館多目的ホール

学部長挨拶 14：30〜14：40
講演 14：40〜15：20
講演 15：20〜16：00
講演 16：00〜16：50

附属病院・基礎棟 キャンパスツアー 16：50〜18：00
医学部神緑会館 懇親会 18：00〜19：30

医学部
保健学科

医学部保健学科キャンパス キャンパスツアー 13：00〜14：00

医学部保健学科D棟201教室 研究科長挨拶 14：30〜15：00
発表会 15：00〜16：20

医学部保健学科生協食堂 懇親会 16：30〜17：30

海事科学部
海事科学部キャンパス キャンパスツアー 13：00〜14：00

海神会・評議会 13：00〜14：00

総合学術交流棟コンファレンスホール 学部長挨拶、大学現況報告 14：00〜14：10
講演会 14：10〜15：40

総合学術交流棟エントランスホール 懇親会 16：00〜18：00



大学施設の利用
神戸大学の施設は、行事、授業及び課外活動に支障のない範囲で学外の方に有料で開放しています。（詳細はhttp://www.kobe-u.ac.jp/cooperation/open/facilities/）

施設名・場所 貸出施設 使用料金
（1時間1施設あたり） 問い合わせ先

人文学研究科 教室（4室） 1,455～3,180円
人文学研究科　教務学生係
TEL: 078-803-5595
E-mail: lkyomu@lit.kobe-u.ac.jp

国際文化学研究科 教室（4室） 1,530～3,367円
国際文化学研究科　会計係
TEL: 078-803-7520　
E-mail: gicls-kaikei@office.kobe-u.ac.jp

人間発達環境学研究科 教室（10室） 1,115～5,613円
人間発達環境学研究科　教務係
TEL: 078-803-7920　
E-mail: hudev-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

法学研究科 教室（3室） 2,135～7,650円
法学研究科　会計係
TEL: 078-803-7205　
E-mail: law-kaikei@office.kobe-u.ac.jp

経済学研究科 教室（13室） 604～4,344円
経済学研究科　教務係
TEL: 078-803-7250　
E-mail: econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

経営学研究科 教室（7室） 1,417～6,797円
経営学研究科　教務係
TEL: 078-803-7260　
E-mail: bkyomu@b.kobe-u.ac.jp

工学研究科 教室（15室） 642～6,340円
工学研究科　教務学生係
TEL: 078-803-6350　
E-mail: eng-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

農学研究科 教室（18室） 661～5,238円

農学研究科　総務係
TEL: 078-803-5921　
E-mail ans-soumu@office.kobe-u.ac.jp
農学研究科　教務学生係
TEL: 078-803-5928　
E-mail ans-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

イベント名 内容 日時 場所 対象 参加費 お問い合わせ・申込先

神戸大学史特別展 『神戸大学キャンパスの再生』
平成21年10月26日㈪～11月6日㈮

（期間中無休）
午前10時～午後5時

（10月31日㈯は午前9時半～）

神戸大学百年記念館
１階展示ホール 一般市民 無料

神戸大学百年史編集室
TEL: 078-803-5035
E-mail: archv-hensyusitu@office.kobe-u.ac.jp

神戸大学 Week2009
～教育における『グローバル・
エクセレンス』の実現～

 国際シンポジウム
　『「世界が求める人材養成と留学戦略」

- 大学の国際人材養成と企業・国際機関が求める国際人とは -』
 国際学生討論会
 学術シンポジウム

平成21年11月24日㈫～26日㈭

神戸大学出光佐三記念
六甲台講堂
神戸大学百年記念館

（六甲ホール） 他

国公私立大学教職員、
学生、留学生、
地方自治体国際交流
担当者、
官公庁関係者　等

無料

神戸大学国際交流推進本部
（国際部国際企画課国際企画係）
TEL:078-803-5044
E-mail: intl-plan@office.kobe-u.ac.jp
URL:http://www.office.kobe-u.ac.jp/
intl-week2009/

青野原俘虜収容所展
 in Tokyo 2009

神戸大学・小野市　地域連携事業
第一次世界大戦期、「青野原俘虜収容所」
に収容されたオーストリア＝ハンガリー兵
の収容所内での暮らしを写真や捕虜達が
作成した工作物等で紹介。オーストリア
大使館の全面的協力の下、東京で公開。

平成21年11月12日㈭～11月21日㈯ 
（日曜を除く） 
午前11時～午後6時

（11月21日㈯は午前11時～午後1時）

オーストリア文化
フォーラム

（オーストリア大使館内） 
（東京都港区） 

一般市民 無料

神戸大学地域連携推進室
(研究推進部研究推進課研究・地域交流企画係) 
TEL:078-803-5029
E-mail:ksui-chiiki@office.kobe-u.ac.jp
URL:http://www.office.kobe-u.ac.jp/
crsu-chiiki/

青野原俘虜収容所展
 in Tokyo 2009 
講演会・再現演奏会

神戸大学・小野市　地域連携事業
 「青野原俘虜収容所」に関する講演
 捕虜達が収容所内で奏でた音楽を神戸
大学交響楽団有志によって再現する演
奏会

平成21年11月7日㈯
午後5時開演（開場午後4時30分）

ドイツ文化会館 1 階 
OAG ホール

（東京都港区） 
一般市民 無料

神戸大学地域連携推進室
( 研究推進部研究推進課研究・地域交流企画係 ) 
TEL:078-803-5029
E-mail:ksui-chiiki@office.kobe-u.ac.jp
URL:http://www.office.kobe-u.ac.jp/
crsu-chiiki/

イベント

大学祭（平成21年度）
六甲祭・厳夜祭 11月14日（土）、15日（日） 大倉山祭 11月1日（日）、3日（火・祝） ※深江祭は7月11日、12日に、名谷祭は10月10日、11日に

　開催しました。

　神戸大学では、世界に飛躍する神戸大学を目指して神戸大学基金への協力をお
願いしております。既にたくさんの皆様からご寄附いただき深く御礼申し上げます。
　今後もお力添えいただきますようお願い申し上げます。

　本誌は神戸大学の研究・教育・学生活動を紹
介、また、卒業生・名誉教授の先生方・学生保護
者の皆様方のネットワーク作りに役立てていただ
きたく発行いたしました。今後の発行に向けて、ご
感想・ご意見・ご要望などございましたらE-Mail、
FAX、お手紙などでお寄せください。また、次回以
降のホームカミングデイ開催に向けて、ホームカミン
グデイの感想などもお待ちしております。

お問い合わせは・・・・・
神戸大学基金事務局
TEL: 078-803-5414 FAX: 078-803-5024
E-Mail: kikin@office.kobe-u.ac.jp
http://www.kobe-u.ac.jp/kobekikin/index.htm

～これからも神戸大学は社会へ発信していきます！！参加をお待ちしています。～インフォメーション

神戸大学基金へのお願い
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施設名・場所 貸出施設 使用料金
（1時間1施設あたり） 問い合わせ先

海事科学研究科

教室（9室） 1,323～5,093円
海事科学研究科　会計係
TEL: 078-431-6214　
E-mail: gmsc-kaikei@office.kobe-u.ac.jp

テニスコート
（6面） 525円

野球場 3,343円
サッカー場 1,782円

大学教育推進機構 教室（30室） 1,096～5,384円
学務部　共通教育課　会計係
TEL: 078-803-7523　
E-mail: stdnt-kyokaikei@office.kobe-u.ac.jp

山口誓子記念館 和室（3室） 170～435円 TEL: 078-803-5298

神戸大学附属図書館では、卒業生・修了生の学習・研究活動
等を支援するため、卒業生貸出サービスを実施しています。

申込窓口となる図書館 出身学部等 問い合わせ先
総合図書館
国際文化学図書館 国際文化学部／研究科 総合・国際文化学情報サービス係

TEL: 078-803-7351

社会科学系図書館 経済 ･ 経営 ･ 法学部／研究科
国際協力研究科

社会科学系情報サービス係
TEL: 078-803-7339

自然科学系図書館 理 ･ 工 ･ 農学部／研究科
自然科学研究科

自然科学系情報サービス係
TEL: 078-803-5306

人文科学系図書館 文学部／人文学研究科 人文科学情報サービス係
TEL: 078-803-5585

人間科学図書館 発達科学部／
人間発達環境学研究科

人間科学情報サービス係
TEL: 078-803-7951

経済経営研究所図書館 経済経営研究所　図書館
TEL: 078-803-7025

医学分館 医学部医学科／医学研究科 医学情報サービス係
TEL: 078-382-5310

保健科学図書室 医学部保健学科／保健学研究科 保健科学情報サービス係
TEL: 078-796-4505

海事科学分館 海事科学部／研究科 海事科学情報サービス係
TEL: 078-431-6239

利用対象者

貸 出 条 件

利 用 登 録

図書館一覧

神戸大学又は神戸大学の前身となる大学等を卒業･修了･単位取得退学された方。 

貸出冊数: 6冊、貸出期間: 3週間
利用の際は図書館利用証が必要です。初回利用時に利用登録を行って下さい。
また、必ずご本人が直接来館して手続をする必要があります。貸出期間内であ
り、他の利用者の予約がない場合に限り、貸出期間を延長できます。

本サービスを利用するには図書館利用証が必要です。最初にご利用になる際
に、申込窓口に備付の｢利用証交付申込書｣に記入し、下記必要書類を添えて利
用登録手続を行って下さい。確認後、即日利用証を発行できます。
受付時間は、平日の9:00-17:00まで。申込窓口は、出身学部等に対応した図書
館になります。下の｢図書館一覧｣をご確認下さい。
 必要書類 1.本人及び現住所を確認できる身分証明書（運転免許証･パスポート等） 
 2.卒業証書（コピー可）等、又は卒業証明書等
  （卒業年次によって不要の場合があります。予めお問い合わせ下さい。）

初回の利用登録は、本人確認のため各出身学部等に対応した図書館で申込手
続を行う必要があります。下の表でご確認下さい。利用証の発行後は、以下の全
ての図書館を利用できます。

「KU-Net」に関するお問い合わせ先

詳細はhttp://www.lib.kobe-u.ac.jp/www/modules/main/index.php?content_id=79

神戸大学卒業生ネットワーク ｢KU-Net」（ご案内）
「KU-Net」では
◦インターネット上で利用登録された卒業生

を検索できます。
◦大学からの各種お知らせ等を閲覧するこ

とができます。 
◦卒業生同士がコミュニケーションを図る

ことができます。
「KU-Net」のご利用について
ご利用される場合は、「利用登録」が必要
となります。

神戸大学企画部社会連携課

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/お申し込みはこちらから

　神戸大学は、神戸大学卒業生ネットワーク(Kobe 
University Alumni Network）「KU-Net」を平成
20年12月に開設しました。
　卒業生の皆様と本学及び卒業生同士の緊密な
連携を図るため、卒業生の皆様が、“とき”と“ところ”
に関わりなくネットワークを築き、生涯にわたって相互
に絆を保てるよう、インターネットを利用した卒業生の
皆様への新たな環境をご用意するものです。是非ご登
録ください。

TEL : 078-803-5042 ／ FAX : 078-803-5024 
E-mail : alumni@office.kobe-u.ac.jp

卒業生図書貸出サービス

〈発行〉神戸大学企画部社会連携課
〒657-8501　神戸市灘区六甲台町１－１
TEL：078-803-5414
FAX：078-803-5024
E-Mail：plan-hcd@office.kobe-u.ac.jp　　　

来年のホームカミングデイは、
10月30日（土）です。

楽しみにしていてください。

ホーム カミングデ イに寄 せ て

　六甲台講堂は、卒業生の皆様、企業、団体
の皆様からの大変温かいご厚志により再生され、
今年10月「出光佐三記念六甲台講堂」として、
新たな歴史を刻むことになりました。教室などと
同様に一般の方に開放しています。

神戸大学出光佐三記念
六甲台講堂


