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　2010年4月、工学研究科から情報知能学専攻が独立して「システム科学」、「情報科
学」、「計算科学」の3専攻構成からなる「システム情報学研究科」が誕生しました。
　情報知能学専攻では、機械や電気電子・情報などの学問領域を横断する形で、複雑な
機械や信号・データなどの情報を、適切に効率よく扱うにはどうしたらよいか、というこ
とを対象に、システム工学と情報工学を柱とした教育・研究を行ってきましたが、本研究
科では、さらにシミュレーションによって現象を解明していく「計算科学」という柱が加わ
りました。ポートアイランドに設置が進められている国家基幹技術の次世代スーパーコン
ピュータをも視野に入れたもので、システム情報を核に新興領域・融合領域における新た
な学問領域の創出、技術革命の推進、高度な人材の養成を目指します。また、全国初とな
る「博士（計算科学）」の学位を取得することができます。

【システム情報学研究科の設置目的】
❶次世代スーパーコンピューティング技術の活用による新興領域・融合領域創成に関わ

る人材養成
❷旧来の学問領域の枠を超えた新たな学問体系・教育システムの構築（3専攻の設置）

❸他研究機関・他大学との連携による教育研究推進体制の構築
   （連携講座、協定講座の設置）

【システム情報学研究科の理念と構成】
　本研究科では、高速・大容量計算技術を基に、大規模・複雑な「システム」に内在する、
意味のある「システム情報」の創出・処理・利用などに寄与することを目指します。ここでい
う「システム」とは、いわゆる情報システムを指すのではなく、宇宙、地球、人間、生体、人
工物などを包含し、自然から工学、社会までの広範な「システム」を意味しています。
　このような「システム」ならびに、システムに内在する「システム情報」を対象として、次

の3つの学問分野を教育研究の柱とし、それぞれがコアとなったり融合することにより、シ
ステム情報学を追求するための理論・方法論に関する教育研究を強力に推進します。

❶システムの解析や統合のための基礎理論・方法論並びにシステムズ・アプローチによる
問題解決の方法論を展開することにより、大規模・複雑なシステムに対する解析・統合
の基礎を供する「システム科学」分野

❷情報と計算の理論的基礎並びに情報処理や情報メディアの基礎から応用に関する新
しい技術や方法論を開拓することにより、システム情報の創出・処理・利用に寄与する
｢情報科学」分野

❸次世代スーパーコンピュータの活用を視野に入れた高性能計算の基盤技術及び計算ア
プローチによる科学技術探求の方法論の展開を図る「計算科学」分野

　平成22年度 科学技術振興調整費事業に、本学から3件が採択されました。
　科学技術振興調整費とは、「第3期科学技術基本計画」に掲げられた科学技術システ
ム改革等の重要政策課題・目標を実現するため、総合科学技術会議が事業内容を策定
し、文部科学省が運用を行う政策誘導型の競争的資金です。
　本学は、このたび採択された下記事業を進めていきます。

■ イノベーション創出若手研究人材養成事業『生命医学イノベーション創出リーダー養成』
　本学の生命医学関連研究科と関西エリアの関連企業が連携し、高度な専門性、グ
ローバルコミュニケーション能力を備えた若手イノベーション人材の養成を目指します。

■ 女性研究者養成システム改革加速事業『レボルーション！ 女性教員養成神戸スタイル』
　理工農学系研究科において、女性教員21名以上の新規採用を目指し、既在籍女性
研究者も対象とした研究スキルアップ経費補助などにより、研究意欲・昇進意欲の向上
を促します。

■ 地域再生人材創出拠点の形成事業『企業を牽引する計算科学高度技術者の養成』
　地域に集積するものづくり産業を次世代型製造業へ転換できる、最先端シミュレー
ション技術の導入・利活用を牽引するリーダーの養成を目指します。

システム情報学研究科を新たに設置

　神戸大学医学部附属病院は、平成22年6月4日付で、財団法人日本医療機能評価機構
より、バージョン6.0による病院機能評価の認定証（更新）の交付を受けました。認定期
間は、平成22年3月28日から平成27年3月27日までの5年間です。
　病院機能評価は、医療の質の向上のため、医療機関の機能を学術的観点から中立的
な立場で評価するものであり、「病院機能現況調査」、自己評価調査からなる「書面審
査」、7名のサーベイヤーが第三者の立場で、7つ
の領域を評価する「訪問審査」により構成されて
います。
　この認定を契機として、今後とも社会から求め
られる先進的な医療を継続的に実施し、医療人
の育成を通じて、地域・社会から高い評価を得る
活動を推進します。

神戸大学医学部附属病院が病院機能評価
（バージョン 6.0）の認定を受けました
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世界の教育・研究拠点
としての神戸大学
　神戸大学は、「真摯・自由・協同」の理念と、国際性豊かな研究の特色を生かしつつ、 研究の水準を高めてきま
した。また教育面においても、学生の視点に立って、魅力ある教育を実施する環境を整備してきました。その結果、
国際都市神戸にふさわしい世界的に卓越した教育研究拠点として発展してきました。

（�）　ようこそ ホームカミングデイへ！ VOL.4　�010年（平成��年）10月

　神戸大学は、9月3日（金）に福田学長、 中村国際交流担当理事らが出席して神戸大学ブ
リュッセルオフィスのオープニングセレモニーを同オフィスで開催しました。セレモニーに
は、ベルギー主要大学（ヘント大学、ブリュッセル自由大学（蘭語系）、ルーヴァン・カトリッ
ク大学（蘭語系）、ルーヴァン・カトリック大学（仏語系）、アントワープ大学）の学長、副学
長、在ベルギー日本国特命全権大使、在ベルギー日本企業関係者等の多くの方々が参加
しました。
　セレモニーの冒頭において、福田学長は、「ヘルマン・ヴァン・ロンプイ欧州理事会議長
を表敬訪問した折、今後、もっと多くの神戸大学、日本の学生諸君が、ヨーロッパに来て
学んでほしいと、期待を込めて強いエールを送っていただいたことや、ブリュッセルオフィ
スは、神戸大学の教育研究の理念に基づき、ヨーロッパの諸大学・研究機関との国際連
携による教育研究の推進に寄与することを設置目的としている」と述べました。続いて、横
田淳在ベルギー日本国特命全権大使からオフィス開所にあたり祝辞をいただきました。ま
た、本学の協定校であるヘント大学のポール・ヴァン・カウウェンベルグ学長から「EUの
高等教育は広く開放されており、多様性がある。神戸大学ブリュッセルオフィスが設置され
るに伴い、神戸大学における教育研究もさらに大きな展望を持つことになるであろう」との
祝辞をいただきました。
　セレモニーにおいては、ブリュッセル自由大学（蘭語系）と学術交流協定を調印し、ポー
ル・ドゥ・ノップ同大学学長から、「世界はグローバル化しており、我 も々グローバルな市民
である。今後、神戸大学ブリュッセルオフィスとブリュッセル自由大学（蘭語系）は隣人とい
う枠を超え、共に協力する仲間となっていくことを期待する」との祝辞をいただきました。
　福田学長と中村国際交流担当理事らは、神戸大学ブリュッセルオフィスの設置を記念
するオープニングセレモニーに先立ち、9月2日（木）、4月に来学講演されたヘルマン・ヴァ
ン・ロンプイ欧州理事会議長（EU大統領）を表敬し、引続き、在ベルギー日本国特命全
権大使、欧州委員会研究総局長、
欧州連合日本政府代表部特命全権
大使、欧州委員会教育・文化総局
高等教育局長を表敬訪問しました。
今後、 2011年3月4日にブリュッセ
ルにおいて神戸大学ブリュッセルオ
フィスオープニング記念国際シンポ
ジウム（仮称）を開催するなど、欧州
との教育研究におけるより一層の
連携を推進していきます。

神戸大学ブリュッセルオフィスを開所しました 平成22年度 科学技術振興調整費事業に、
本学から3件が採択



欧州理事会議長が来学
学生たちに向け、講演を実施
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　欧州連合（EU）のヘルマン・ヴァン・ロンプイ欧州理事会議長（EU大統領）が、4月
26日、神戸大学を訪問し、本学を中心とした学生約400人に向け、講演されました。
　ヘルマン・ヴァン・ロンプイ議長は、28日に予定されていた日本とEUの定期首脳協
議のために来日されました。26日午前中に神戸大学に到着された議長は、学長らの出
迎えを受け、貴賓室で懇談された後、午後1時から約1時間、構内の出光佐三記念六甲

台講堂で「変化する世界における変化するEUと変化
する日本」と題して講演されました。
　本講演は、本学とEUが、学内に事務局を置くEUイ
ンスティテュート関西（EUIJ関西）を通じて深いつな
がりがあったこと、さらに、議長ご自身も「学生に直接
語りかけたい」とのご希望をお持ちであったことから、
実現しました。
　俳句愛好家として知られる議長はまず、簡潔さや自
然への敏感さなど、俳句の特徴を引き合いに出し、人
生や歴史についての考え方を示されました。次いで、

経済・政治のグローバル化をキーワードに、世界情勢を分析し、最近のギリシャ財政危
機をめぐるEUの対応についても説明。さらに、官僚政治の打破、日米同盟の再定義、
東アジア共同体の呼びかけなど、日本の民主党の政策に関心を持っていると述べられ
た後、最後に約20分間にわたり、学生の質問に丁寧に答えておられました。

福田学長が参加

関西活性化シンポジウムが開催
NEWS

03
　池田泉州銀行の発足を記念して、同行のシンクタンクである自然総研主催の関西活
性化シンポジウム「京都大・大阪大・神戸大 3大学トップおおいに語る」が、6月11日、
大阪の梅田芸術劇場シアタードラマシティで開催されました。
　神戸大学からは福田秀樹学長がパネリストとして参加。活力ある明日の関西へ向けて
の提言を行いました。

　パネルディスカッションの冒頭、福田学長は、「大学
間連携による関西の活性化－バイオ・医療を中心に｣
と題した提言の中で、関西の強みとして、多様な製造業
や学術・研究機関の集積を挙げ、「関西バイオメディカ
ルクラスター」や「京都発未来創造型産業創出連携拠
点」など、全国有数の産学官連携拠点が展開している
点を指摘されました。さらに、神戸・京都・大阪の3大学
連携を軸に、バイオリファイナリーの研究やスーパーコ
ンピュータ関連の人材育成が進んでいることを紹介。そ
のうえで、「大学間連携のさらなる強化―個々の強みを

生かした知の結集」などを提言しました。また、人材育成に関連して、学長裁量経費で
若手研究者を海外に派遣する制度を設けたことも紹介しました。
　パネルディスカッションには3学長のほか、大阪ガスの尾崎裕社長、塩野義製薬の手
代木功社長、近畿経済産業局の深野弘行局長らが参加。会場は約900人の聴衆で満員
となり、入りきらない約360人が近くのホテルに設けられた中継映像に見入りました。

兵庫県と包括連携協定を締結

人的・物的資源の有効活用で、地域への貢献を
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　神戸大学は8月2日、兵庫県と「包括連携協定」を締結し、兵庫県及び本学が有する
人的・物的資源を相互に有効活用しながら連携・協力を深め、地域への一層の貢献を
図ることを確認しました。都道府県を対象とする包括連携協定締結は、本学にとって初
めてのことです。
　兵庫県とは、これまでも人材育成、地域振興、国際交流の推進、地域医療の推進な
ど、様々な分野において連携を進めてきました。そして昨年度からは、神戸大学統合研
究拠点のポートアイランド地区での整備、外部資金獲得に向けた共同提案など、科学技
術分野における連携も、急速に進展しています。今後は、本協定の締結により、地域社
会の一層の飛躍・発展においても、兵庫県と綿密な連携を取りながら、貢献していきた
いと考えています。 
　協定の締結に当たっては、具体的な成果を生み出すことを目指し、全国的にも優位性
を持つ神戸大学の主要研究プロジェクト及び兵庫県の主要研究施設を活用した科学技
術・産業振興分野や、地域振興、人材育成などの取り組みを重点的に進めることにして
います。また協定には、連携事項として、国際交流の推進、地域保健医療の推進なども
盛り込まれており、今後、幅広い分野で連携活動を発展させていく予定です。

100 年に一回花が咲く

神戸大学本館前の竜舌蘭が開花
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　神戸大学六甲台本館の正面右側に植えられている竜舌蘭（リュウゼツラン）が珍しい
花を咲かせました。その高さは５～６メートルにも達します。竜舌蘭は別名センチュリー
プラントとも呼ばれ、100年に一度花が咲くと言われるほど開花の少ない南米原産の
植物です。本館左側にもうひとつある竜舌蘭は２年前の2008年に咲き、話題になりま
した。以前の開花記録は分かりませんが、1974年に咲いたときに写した写真がありま
した。

神戸大学本館（六甲台）の正面右側に咲き始めた竜舌蘭

5～6メートルの茎に蕾が生えた様子 開花した黄色い花（写真は2年前のもの）協定を締結する井戸敏三知事と福田学長

ようこそ ホームカミングデイへ！ VOL.4　�010年（平成��年）10月　（�）

神戸大学 TOPICS 神戸大学の最近の話題を集めてみました
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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

システム情報学研究科
工学部（情報知能工学科）

鶴甲第2キャンパス

六甲台第1キャンパス

六甲台第2キャンパス

鶴甲第1キャンパス

アカデミア館
ティー・パーティー会場
中山正實画伯の絵画展示

情報基盤
センター

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
アカデミア館1階BEL BOX食堂 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 10:00～17:00
アカデミア館�階オープンアカデミー 中山正實画伯の絵画展示 10:00～18:00
出光佐三記念六甲台講堂前/前庭 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

オープニング 13:30～13:50
おかえりなさい神戸大学へ　～卒業生と恩師との対談～ 13:50～14:30
海外ネットワーク紹介（マレーシア・シンガポール） 14:30～15:00

百年記念館ホワイエ KUワールドフェスタ 15:00～17:00
LANS BOX1F KU Alumni Night 17:30～19:00
留学生センター 国内留学生同窓会 11:30～12:30

文学部
文学部B棟152教室

文学部長挨拶 13:40～13:50
渡邊孔二名誉教授による講演会 14:00～15:00
第4回文窓賞授賞式 15:10～15:40
文窓会総会 15:40～16:10

瀧川記念学術交流会館 懇親会 16:20～18:00
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 12:50～16:30

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 13:30～13:40
第１部：国際文化学部いま・むかし 13:40～14:20
第２部：国際文化学部を卒業して 14:30～15:50
翔鶴会総会 16:00～16:30

国際文化学部A棟生協食堂ホール 懇親会 16:30～18:00
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 14:45～15:30
発達科学部生協食堂 全体懇談会 15:45～17:00
発達科学部生協食堂ほか 期別懇談会 17:00～18:00

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 パネルディスカッション「働き続ける女性のキャリアと家庭・職場・社会のあり方の道筋」 13:30～14:30
落語会｢林家竹丸さんを聴く会」 14:40～15:40

アカデミア館1階 懇親会 16:00～17:30
前庭・本館・アカデミア館 学生主催の催し、キャンパスツアー 10:00～17:00

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 14:00～14:10
理学部Y棟�F 理学部・理学研究科最前線 14:10～15:40
理学部Z棟103 講演会 15:40～16:20
理学部Z棟201・202多目的室 懇親会 16:30～18:00

ポスター展示「理学部紹介」「学科紹介」など 13:30～18:00

工学部
工学研究科本館多目的室 工学部長挨拶 14:00～14:20
工学部キャンパス キャンパスツアーA・B 14:20～14:50

学科キャンパスツアー 15:10～16:00
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
農学部長挨拶 13:30～13:40
講演会 13:40～14:10
講演会 14:20～15:10
学生による研究報告等 15:20～16:40

農学部Ｂ棟101、ピロティ 懇親会 16:40～18:40

●交通案内
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

＜全体企画への行き方＞
●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

六甲台地区キャンパス

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
(アイソトープ部門)

 研究基盤センター
（機器分析部門）

本部（事務局・
保健管理センター）

遺伝子実験センター
バイオシグナル研究センター

経営学部
経営学研究科

国際協力研究科

正門

ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー

自然科学総合研究棟１・２号館
自然科学系先端融合研究環

農学部
農学研究科

連携創造本部

眺望館

環境管理
センター

都市安全
研究センター

理学部

工学部
工学研究科

自然科学系図書館

うりボーロード

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
山口誓子記念館見学／お茶のおもてなし

百年記念館
留学生ホームカミングデイ
神戸大学史特別展

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

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

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

システム情報学研究科
工学部（情報知能工学科）

鶴甲第2キャンパス

六甲台第1キャンパス

六甲台第2キャンパス

鶴甲第1キャンパス

アカデミア館
ティー・パーティー会場
中山正實画伯の絵画展示

情報基盤
センター

（六甲台第1、六甲台第2、鶴甲第1、鶴甲第2）
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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
山口誓子記念館見学／お茶のおもてなし

百年記念館
留学生ホームカミングデイ
神戸大学史特別展

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

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

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

システム情報学研究科
工学部（情報知能工学科）

鶴甲第2キャンパス

六甲台第1キャンパス

六甲台第2キャンパス

鶴甲第1キャンパス

アカデミア館
ティー・パーティー会場
中山正實画伯の絵画展示

情報基盤
センター

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

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
総合学術交流棟コンファレンスホール 研究科長挨拶、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
総合学術交流棟コンファレンスホール 海神会・評議会 13:00～14:00

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 14:40～15:00
講演 15:05～15:25

附属病院・基礎棟 キャンパスツアー 15:40～16:20
医学部神緑会館多目的ホール 講演 16:20～16:40

講演 16:45～17:05
医学部神緑会館 懇親会 17:10～18:30

医学部　
保健学科

医学部保健学科D棟201教室 保健学研究科及び医学部保健学科の近況報告と展望について 14:00～14:20
講演　保健学研究科トピックスⅠ 14:20～14:50

医学部保健学科キャンパス キャンパスツアー 14:50～15:20
医学部保健学科D棟201教室 講演　保健学研究科トピックスⅡ 15:20～16:05
医学部保健学科EF棟前 記念集合写真 講演（保健学研究科トピックスⅡ）終了後
医学部保健学科生協食堂 懇親会 16:30～18:00

第１便
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）

第２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）

ホームカミングデイ専用バスが六甲台地区キャンパスを巡回しております。
是非ご利用ください。

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。
※出発時刻は多少遅れることがございます。

軽食・休憩のご案内
軽食やお友達との歓談に、生協食堂が営業しておりますのでご利用ください。
キャンパス 店舗名 営業時間

文 理 農 学 部 LANS BOX食堂 11：00～13：00（オーダーストップは、12：30）

国 際 文 化 学 部 生協食堂 11：00～13：30（オーダーストップは、13：00）

発 達 科 学 部 生協食堂 11：00～13：00（オーダーストップは、12：30）

工 学 部 生協食堂 11：00～13：00（オーダーストップは、12：30）

医 学 部 医 学 科 生協食堂 11：00～13：00（オーダーストップは、12：30）

この他、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

※六甲台キャンパス（アカデミア館 1 階 BEL BOX 食堂）は、
   ティー・パーティー会場のため営業いたしません。

楠キャンパス（医学部医学科）
●交通案内
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

名谷キャンパス（医学部保健学科）
●交通案内
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

※各キャンパス内は、駐車場の余裕がありませんので、自家用車によるご来場はご遠慮ください。

深江キャンパス（海事科学部）
●交通案内
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

ホームカミングデイ専用バスのご案内

会場：D棟201教室

生協食堂
Ｂ棟

Ｅ棟

Ｆ棟

Ａ棟

Ｃ棟

至名谷

友が丘中学校前N

国道43号線

会場：総合学術交流棟
N

海事博物館

深江丸

会場：神緑会館至大倉山

大学病院前

N

第一病棟

中央診療棟

研究棟

外来診療棟
臨床研究棟
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起業家として女性として、ますます輝く卒業生たち
今回は、様 な々分野で活躍する女性をキーワードに、卒業生にスポットを当てて、ご紹介したいと思います。
このように神戸大学卒業の方々が、多方面で活躍されている様子は、頼もしいかぎりです。

（�）　ようこそ ホームカミングデイへ！ VOL.4　�010年（平成��年）10月

Graduate
神戸大学卒業生のご紹介

　大学では音楽を専攻し、西洋音楽や邦楽、民族音楽など、さまざまな音楽に親し
みました。芸術系の大学といえば、関西なら大阪芸大や音大がまず思い浮かびます
が、私にとっては総合的な国立大学の方が理想的でしたので、今振り返ってみても神
戸大学を選んで正解だったと思います。学生時代、周りは現役の学生だけでなく、

社会人入学している人生の先輩なども
たくさんいらっしゃいました。共通して
いたのは、誰もが勉強熱心であったこ
と、そして、部活にも力を注いでおり、
私の目には、一人ひとりの学生生活が
とても充実して写っていました。まさに
「華」の大学時代という言葉がふさわ
しい4年間。
　卒業後は、専門である音楽文化をさ
まざまな場面で紹介しながら、心身と
もに健康になるオーガニック的な食事
法（マクロビオティックと呼ばれます）

にも力を入れています。現在の仕事の中でも、大学時代、洋楽器や邦楽器の各分野
の奏者と共演する際に学んだ、音楽に関する予備知識が大いに役立っています。
　私が入学した頃は、国際交流ができる機会といえばクリスマスパーティーぐらいし
かありませんでしたが、当時に比べ今の神戸大学は、国際交流できる場も多く、各国
に同窓会が立ち上げられていることも素晴らしいと思います。大学は楽しく勉強する
ことができるうえに、未知なる世界に自分を導いてくれる場所でもあります。神戸大
学は、明治35（1902）年の設立以来の理念である「真摯、自由、協同」の精神で、
社会に貢献する指導的人材を育成する世界的研究・教育機関として、着実に前進し
つつあるように思います。在学中、帰り道にいつも「千万ドルの夜景」の雄大なるパ
ノラマの世界に魅せられていましたが、これからの神戸大学は、各分野の国際的舞台
で神戸の夜景のごとくキラキラ光り、新しい世界へ導いてくれるのではないかと期待
しています。
　大学院を卒業して今年で10年。卒業後、母国で教師をしたり、日本やアメリカで活
動する中で、あっという間に年月が過ぎていきました。卒業したばかりの頃は、母校と
のつながりは少なかったのですが、数年前からホームカミングデイの開催に当たり、
再びキャンパスを訪れるようになり、大学の変化に「目から鱗が落ちる」がごとく驚き
ました。中国に「常回家看看」という言葉があるように、神戸大学という家を出た私た
ち「子ども」が、できるかぎり家に帰り「充電」することで、更なる社会貢献ができるの
ではないかと思います。また、皆さんと再会（充電）できることを、心から待ち遠しく思
います。

ライフ・リバランス研究所代表

五十嵐 順子（1998年国際文化学部卒業）

　神戸大学在学中は、国史学を専攻し、奈良時代の国家統治について研究していま
した。ひとつの仮説を持論として述べるためにはどんな情報が必要で、何を根拠や
基準にすればよいのか、また、他者の持論の論点をつかむためにはどうすればよいの
か、逆に自分がどう表現すれば人に伝わるのかなど、働く際に必要な「考え方」を学
んだように思います。4年間、たくさんの出会いと別れがありましたが、一番印象的な
のは、現在の夫との出会いです（笑）。同じゼミに所属し、共に学び、互いの卒論に
対して議論を交わしました。その夫は、今も神戸大学で研究を続けています。私が大
好きだった学問の研究を今も続けている夫をうらやましくも思い、また、尊敬してい
ます。卒業して17年が経った今でも、夫を通じて、母校の「今」を知ることができる
のは、うれしいかぎりです。
　大学時代を漢字一文字で表すと『彩』。私には、学部やゼミ、クラブなど、たくさん
の居場所があり、そこでのいろいろな経験が、何色もの彩（いろどり）に満ちていまし
た。当時はバブル絶頂期で、世の中もキラキラしていました。皆、ハチャメチャで元気
で豪快で…。でも、勉学に関しては真面目でした。大いに遊び、大いに学ぶ。もしか
したら、今の仕事の価値観は、神戸大学で培われたのかもしれません。
　卒業後に勤務した食品メーカーで、営業、広報とキャリアを重ねる中で、人事という

奥深い仕事に出会いました。これを生涯の仕事にしたいと思い、今があります。起業
したかったというより、自然の流れの中で起業していた、というのが正解でしょうか。
当時‘5年後には貸切バスで、スタッフの家族も連れて社員旅行に行きたい’と夢に
描いていましたが、おかげさまで、5年半後には実現できました。たった1人で起業した
のに、社員旅行のバスには17名が乗っていました。事業を大きくするだけではなく、
しっかり仕事をして、しっかり遊んで、そして、しっかり笑う。私は、会社をそんな「場｣
にしていきたいと思っています。
　母校に望むのは不易流行。世間では「事業仕分け」が流行っていますが、守るもの
と捨てるものを正しく見極められる大
学こそが、50年後、100年後も、次代
の人材を輩出できる「場」になれるの
だと思います。
　神戸大学は私にとって、卒業して何
年経っても、ここに戻ってくれば「おか
えり」と言ってくれる場所。だから私も
「ただいま」と言いたくなるのでしょ
う。それが、母校だと感じます。皆さ
ん、このホームカミングデイで、「ただ
いま」って言いながら、わが母校の門
をくぐりましょう！

株式会社オフィスあん代表

松下 直子（1994年文学部卒業）

　私は、国際文化学部コミュニケーション学科に在籍し、情報論を専攻しました。入
学した当時、まだ学部は新設されて2年目と新しく、先輩も1年上の方がいるだけでし
た。現在のように留学制度も整っていませんでしたが、自分が知らない世界を知ろう
と海外へ飛び出していく学生も多かったですね。他の学部のような伝統と歴史が無
かった分、前例のないことにも臆せず、いろいろなことを調べてチャレンジするなど、
自分たちで学部を作り上げようという気運があったように思います。
　今でこそ、誰もがインターネットを活用する時代ですが、当時はインターネットがよ
うやく使われ始めた頃で、文学部ながら時代に先駆けてIT技術を学び、慣れ親しむ
ことができた経験は大きかったです。当時は、技術用語がさっぱり分からず苦労しま
したが、今、教える側になって、あの頃の自分の気持ちを思い出すようにしています。
今でも、ITの活用をお客様に提案する時は、必ず利用者視点で考えるようにしていま
すが、この姿勢を教えてくれたのも神戸大学であり、私の恩師でした。大学時代の経
験が、社会人となり、会社を起業した今も、私の中に息づいているということです。
　私に大きな影響を与えた人として、もう一人、同じ国際文化学部の先輩、舟橋健雄
さんがいます。私が学内情報誌の記者として、阪神・淡路大震災を取材した時、舟橋
さんはインターネットを駆使して、さまざまなボランティア情報などを提供されていま

した。私自身、被災時は一人暮らしで
情報が無く困っていましたので、舟橋さ
んにIT技術がいかに社会に役立つか
を教えていただくとともに、ITの可能
性を強く感じさせていただきました。こ
の時の経験のように、私はITが人を幸
せにする社会の実現に向けて活動して
いきたいと思っています。特に、女性の
再就職支援や地方での教育支援など
を、ITの力を活用することで推進でき
ればうれしいですね。
　神戸大学はズバリ、私の第2のふる
さと。今の母校は、私たちの頃と比べて、設備の充実、就職支援の手厚さなど、どん
どん進化していることに驚きます。国立大学で最初に国際文化学部を設立したよう
に、これからも積極的に新しいことに取り組む“攻め”の大学であってほしいと願っ
ています。
　卒業生が母校に集うホームカミングデイは、まさに神戸大学の歴史そのものです。
懐かしい学生時代を思い出しながら、新たなる縁がまた広がっていく、楽しい時間で
もあります。離れ離れになっていた点と点が線となり、面となる。そんな素敵な機会
となりますように！

中国伝統楽器奏者

蔡  愛琴（2000年大学院総合人間科学研究科 博士課程前期課程修了）



　今年で創部62年目を迎えるＥＳＳ（English Studying Society）。現在、1年生から
3年生まで約130人が所属している。 
　ＥＳＳは部内で、カンバセーションセクション・スピーチセクション・ディベートセク
ション・ドラマセクション・ディスカッションセクションの5つに分かれており、部員は必
ずどこかのセクションに参加。各セクションごとに、週に2回練習を行っており、大会な
どに参加する部員もいる。また、普段から英語力を鍛えるため、1・2回生のうちは毎日
昼に集まり、英語でディベートやゲーム、日常会話等を行っている。
　ＥＳＳの１年間のメインイベントは、１週間にわたる夏の合宿。全てが英語で行われる
この合宿の目的は、１年生に全てのセクションの活動を体験してもらい、今後所属する
セクションを選んでもらうこと。２年生は、１年生をサポートしながらセクション活動に
取り組み、３年生は１・２年
生の指導と合宿全体の運営
にあたる。
　運営においては、セクショ
ンの活動のみで後輩たちを
飽きさせることがないよう、
ダンス、殺陣、合唱など様々
な余興の準備に１年かけて
取り組んでいる。  

ESS 部

　これまで以上のフットサルの競技力の向上、普及振興活動の推進を図ろうと、別々
に活動していた神戸大学体育会フットサル部「フォルサ」と「ゲレイラ」が2009年度
より再編され、神戸大学体育会フットサル部「フォルサ ゲレイラ」というひとつのチー
ムとして活動することとなった。フットサル部は、「競技」と「普及振興」の二つの面
において「大学学生会のパイオニア」となることを目標に掲げ、日々活動を行っている。
　2008年度には「フォルサ」が全日本大学フットサル大会で優勝すると、「フォルサ ゲレ
イラ」の新体制になった2009年度大
会も優勝を飾り、二連覇を達成した。
そして、迎えた2010年度大会でも優
勝。見事三連覇を果たした。
　また、競技面だけでなくフットサル
の普及振興にも力を入れており、小学
生を対象としたフットサル教室やフッ
トサル日本代表の観戦ツアーなどを
企画し、開催している。

フットサル部「フォルサ ゲレイラ」

　私立大学の強豪がひしめく関西学生リーグ1部に所属している神戸大学アメリカン
フットボール部「レイバンズ」。創部は1975年。1990年には、京都大学とのリーグ優
勝を懸けた試合に臨むものの0－45で敗れた。その後は2部降格を経験。1997年に1
部復帰してからは1部に定着している。 
　一昨年は15年ぶりに1部リーグで勝ち越して3位。躍進が期待された昨年は、初戦で
甲南大学に引き分けると、波に乗ることができずに入れ替え戦にまわる。背水の陣で臨
んだ大産大との入れ替え戦では21－7で勝利し残留を決めた。 
　今年は主力の大半が引退、4年
生が例年よりも少ないため試合経
験の少ない若い力がカギとなる。
チームスローガンは「常に考え、今
に懸ける」。主将の庭山（工学部・
4回生）は「勝つしかない。勝つしか
自分のこの４年間が返ってくること
はない。負けたら何も残らない」と
意気込む。 

アメリカンフットボール部「レイバンズ」

　昨秋、ソフトボール部は関西学生ソフトボールリーグ2部で大躍進。Ｂブロックを1位
で通過すると、決勝戦でも四天王寺大学に競り勝ち、優勝、そして15年ぶりの1部昇格
を果たした。
　立命館大学、京都産業大学など、全国でも優勝候補に挙がる私立大学が居並ぶ1
部での戦いとなった今春も、その実力をいかんなく発揮した。初戦の同志社大学戦こ
そコールド負けを喫したものの、続く大阪産業大戦では打線が爆発。9－4で勝利する
と、関西大学戦でも、あと一歩のところまで相手を追い詰めた。最終的には入替戦で敗
れ、秋季リーグは2部での戦いとなっ
たが、大学入学後にソフトボールを始
めた選手がほとんどという国立大の
活躍は、強いインパクトを残すものと
なった。
　現在は再び1部に昇格するため、秋
季リーグに向けて日々練習に励んで
いる。今後のソフトボール部の活躍か
ら目が離せない。

ソフトボール部

  

　神戸大学混声合唱団アポロンは、部員数が80人を超える「大」合唱団。関西の大学
合唱界では部員数が80人を超えることは珍しく、他団体から羨ましがられる事も。アポ
ロンはその人数を生かし、宗教曲からポップスまで様 な々曲に取り組んでいる。
　毎年6月頃には関西の6つの大学混声合唱団で構成されている「関西学生混声合
唱連盟」の定期演奏会に出演。12月にはアポロン単独の定期演奏会を開催してい
る。その他にも他大学、一般の合唱団とのジョイントコンサートを開催したり、老人
ホームへ訪問演奏を行ったりと、精力的に活動している。今年7月4日に行った関西学
院大学混声合唱団エゴラド、パナソニック合唱団とのジョイントコンサートでは1139
人の観客が訪れ、その迫力ある演奏に耳を傾けた。
　今年の定期演奏会は12月5日、兵庫県伊丹市のいたみホールで開催される。「定演」
は１年間の集大成であり、4年生にとっては「アポロン生活」最後のステージだ。自己満
足で終わらない、最高の「歌」を観客に届ける演奏会を目指す。

混声合唱団「アポロン」

演劇部「自由劇場」

　神戸大学洋弓部は男子、女子ともに1部リーグに所属。部員は男子32人、女子24人。
　男子は昨年、リーグ入れ替え戦に勝利し7年ぶりに1部復帰を果たした。今年のリー
グ戦では3勝2敗とＡ組3位に。強豪の近畿大学や関西大学に敗れはしたものの、第
49代主将の頼（理学部・3回生）
は「倒すのは無理ではないと感じ
た」と手ごたえを感じている。1部
での経験を生かし来年、飛躍に期
待がかかる。
　女子は2007年に入れ替え戦で
勝利し1部昇格。その後は下位なが
らも1部で戦い続けている。今年の
リーグ戦は1勝4敗のＢ組5位。

洋弓部

　神戸大学演劇部自由劇場、通称「JIGEKI」。
神戸大シアター300を中心に活躍するこの部
活は、今年で創部31年目となり、部員約60名
が所属している。
　自由劇場のモットーはハイテンション・ハイ
テンポ。多岐にわたるテーマを、エンターテイン
メント色強い芝居で表現し続けている。
　役者だけでなく、スタッフの仕事もクオリ
ティー高く行う。演出・監督・証明・美術など演
劇に関するすべてを行うため、ジゲキの仕事は
多い。役者に関しても、ダブルキャストという形
をとるほど、部員数も増えてきている。
　1年の間で、新歓公演・6月公演・新人公演・
秋冬公演・卒業公演の5公演で観客を楽しませ
る。9月11・12日には新人公演が行われた。
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課外活動レポート
神戸大学ニュースネット委員会から

インターネットと学内新聞で、神戸大学の情報を発信する、1995 年にスター

トした新しい報道サークル「神戸大学ニュースネット委員会」。

神戸大学を代表するメディアのひとつとなっているニュースネット委員会か

ら、学内で活動するさまざまな団体についての課外活動レポートが届きまし

たので、紹介いたします。
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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 「神戸大学と戦争（19��-194�）」
平成��年10月��日㈪～11月�日㈮
（期間中無休）午前10時～午後�時
（10月�0日㈯は午前9時～）

神戸大学百年記念館
１階展示ホール 一般市民 無料

神戸大学附属図書館大学文書史料室
TEL:0��-�0�-�0��
E-mail:archives@lib.kobe-u.ac.jp
URL:http://www.kobe-u.ac.jp/
hcd/�010/exhibition.htm

神戸大学史巡回展 「神戸大学と戦争（19��-194�）」
パネル展

平成��年11月1�日㈫～11月�9日㈪
（期間中無休）午前10時～午後�時

神戸大学
アカデミア館�階
オープンアカデミー

学生
一般市民

無料
神戸大学附属図書館大学文書史料室
TEL:0��-�0�-�0��                      
E-mail:archives@lib.kobe-u.ac.jp平成��年�月�日㈰～�月9日㈬

（期間中無休）午前10時～午後�時
神戸大学
東京凌霜クラブ 卒業生

神戸大学
環境シンポジウム 2010

COP10の結果、COP1�の展望などをふ
まえて、地球環境問題に日本はどう取り組
むべきか、学生を含めた大学の役割は何
かを討議する。

平成��年1�月�日㈮
午前10時～午後�時

神戸大学出光佐三記念
六甲台講堂

学生
教員
職員
一般市民

無料
神戸大学環境シンポジウム開催実行委員会
窓口：神戸大学 施設部施設企画課総務係
TEL:0��－�0�-�1��
（申込不要）

イベント

　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、厚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。

　社会連携課では神戸大学の教育・研究・学生活
動を紹介し、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
いただきたく本誌を発行いたしました。今後の刊行
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・・・・・
神戸大学基金推進室
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

Information

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: 0��-�0�-���1

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: 0��-�0�-���9

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: 0��-�0�-��0�

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: 0��-�0�-����

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: 0��-�0�-�9�1

経済経営研究所図書館 経済経営研究所　図書館
TEL: 0��-�0�-�0��

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: 0��-���-��10

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: 0��-�9�-4�0�

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: 0��-4�1-���9

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: �冊、貸出期間: �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9:00-1�: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） 
 �.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。

神戸大学企画部社会連携課

http://www.kobe-u.ac.jp/alumni/KU-Net/

　神戸大学は、神戸大学卒業生ネットワーク（Kobe University Alumni Network）「KU-Net」
を開設しています。
　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29日（土）です。

どうぞお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

　関西最大級の規模を誇る神戸大学の学園祭『六甲祭』が、今年も六甲台キャンパスで行われます。毎年４万人もの
お客様が来場するこのイベントは、プロのアーティストによる『プロコンサート』や、各界の著名人による『講演会』
を企画し、好評をいただいております。そのほかにも神戸大学応援団総部の方たちによる『園遊会ステージ』、キャン
パス内の様々な場所で行われる『ライブミュージック』など、イチオシのイベントが盛りだくさんです。
　また、模擬店も充実しており、フランクフルトや焼きそば、綿アメといった定番メニューから揚げアイスや納豆カレー
といった一風変わったメニューも登場し、毎年大賑わいです！！皆様のご来場お待ちしております。
 

第31回 六甲祭を開催します
11/13　・14　土 日

「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。

お申し込みはこちらから

課外活動団体名 日程 開演時間（開場時間） 場所 入場料 お問い合わせ

第 31回 六甲祭 平成��年11月1�日㈯～11月14日㈰ 六甲台キャンパス 無料
神戸大学六甲祭実行委員会
TEL:0��-�0�-��9�
E-mail:rokkosai＠kobe-u.com

神戸大学グリークラブ
第62回定期演奏会

平成��年1�月4日㈯ 1�:�0～（1�:00開場） 東灘区民センター        
「うはらホール」 無料 glee@kobe-u.com

神戸大学交響楽団
第60回記念定期演奏会 平成��年1�月��日㈫ 1�:00～（1�:00開場） ザ・シンフォニーホール

S席1,000円
（事前座席指定）

A席�00円
（当日座席指定）

symphony@kobe-u.com

課外活動団体予定

PICK UP
EVENT


