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神戸大学統合研究拠点（Integrated Research Center of Kobe University）の構想は、
福田秀樹学長の就任直後の平成２１年度入学式挨拶にその発端が見えます。すなわち、人類社
会の抱える問題解決のために、神戸大学の統合力を結集して、「フラッグシップ・プロジェクト」
を立ち上げるというものです。
研究拠点を計画するにあたり、２つ要素がありました。ひとつは、理化学研究所が神戸ポー
トアイランドで建設中のスーパーコンピューター（愛称は「京」）であり、もうひとつは、
JST（Japan Science and Technology agency：科学技術振興機構）の進める兵庫県と連
携した地域産学官共同研究拠点整備事業です。この中で、理研スーパーコンピューターの隣の
場所に、兵庫県との共同プロジェクトも含めた８つのプロジェクトが入居できる５階建て施設
を建設しました。

統合研究拠点は、平成２３年４月1日に設置され、設置記
念式典を６月２９日（水）、神戸ポートピアホテルにて開催
いたしました。（左写真）
現在、８プロジェクトが先端融合研究を開始しています。
さらに、統合研究拠点に隣接して３５０人を収容できるコ
ンベンションホールを建設中で、平成２４年４月から運用
開始予定です。
コンベンションホールの運用により、国際会議・学会な
どの研究成果の発信を目指した施設機能が充実されます。

●ポートアイランド地区において、神戸大学統合研究拠点（全学の先端融合
研究を推進）を整備し、神戸大学の先端融合研究を学外の研究機関、他大
学、産業界と連携して展開する。

●ポートアイランド地区における産官学連携を神戸大学の先端融合研究が生
み出すイノベーションの推進力とする。

◆神戸大学の特色として、部局間の研究融合を促進するため、現在の自然科学
系先端融合研究環の研究推進体制を、社会科学系、生命・医学系、人文・人
間科学系と広げ、全学の統合研究拠点を構築する。この研究拠点が、我が国
の大学における研究推進形態の卓越したプロトタイプとして、先導的研究成
果を蓄積するとともに、国内外に対する情報発信を行う。

◆ポートアイランド地区において、産学官連携拠点としての統合研究拠点の施
設を整備し、先端融合研究を、学外の研究機関、他大学、産業界と連携して
展開する。
　この際、学長のリーダーシップの下、部局の枠組みを越えた融合研究の実を
あげる全学協力体制を構築し、大学全体としての取り組みを実現するととも
に、部局間の連携を強化しつつ、全学の先端融合研究を推進する。
　さらに、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、学外組
織との産学官連携、学学連携等を効果的に推進して、ポートアイランド地区
における中核的研究拠点とする。

神戸大学
統合研究拠点
神戸大学
統合研究拠点
　統合研究拠点には、神戸大学の複数部局、学外の大学、研究機関で編成した８プロジェクトが入居し、先端融合研究を推進しています。
　統合研究拠点は、先端融合研究等を通して、計算科学研究機構（京コンピュータ）との共同研究による連携、さらに、産業界や自治体等との
効果的な連携を図り、ポートアイランド地区における中核的研究拠点を目指します。

Integrated Research Center of Kobe University

　 統合研究拠点の基本計画
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●神戸大学統合研究拠点においては素粒子から宇宙に至るまでの広範囲なス
ケールでの学術研究を進展させる目的で、８プロジェクトが活動を開始して
いる。

●多様な学術研究の対象の中でも、特に「グリーンイノベーション」と「ライ
フイノベーション」をターゲットとして、それぞれの研究対象のスケールに
応じて図中に示す位置付けをしている。また、素粒子から宇宙に至る多様な
研究対象に対して、第三の科学と
して認識されている計算科学を駆
使した研究を推進し、特に宇宙関
係では惑星科学の国際教育研究拠
点の形成を目指している。

●上記の研究を推進することにより、
神戸大学における先端融合研究の
活性化を図り、ポートアイランド
地区のみならず全世界に対して研
究成果の発信を行ない、学術の進
展に寄与する。

　 神戸大学統合研究拠点における
　 先端融合研究の目指す方向

神戸宇宙開発研究プロジェクト
研究代表者：賀谷　信幸（システム情報学研究科）

神戸計算科学人材育成プロジェクト
研究代表者：賀谷　信幸（システム情報学研究科）

先端膜工学研究プロジェクト
研究代表者：松山　秀人（工学研究科）

構造ベース創薬研究プロジェクト
研究代表者：榑林　陽一（連携創造本部）

統合バイオリファイナリー研究プロジェクト
研究代表者：近藤　昭彦（工学研究科）

将来のクリーンな電力を宇宙から送る宇宙太陽発
電衛星の研究をはじめ、宇宙への輸送系、工学分野の
応用発展、無重力の宇宙環境の解明など本学の幅広
い研究者を集結し、その研究者による相互支援と外
部と研究者との連携により、神戸での宇宙統合研
究拠点の形成を目指す。

国際健康学研究プロジェクト
研究代表者：羅　志偉（システム情報学研究科）

保健学、医学、工学の学際連携により、高齢者の安
心・安全かつ快適な
健康生活を支える研
究活動の推進、科学的
な健康増進プログラム
の開発、介護・看護支援
用ロボットの研究開

発を目指す。

兵庫地域に集積するものづくり産業を次世代型製
造業へ転換させるために、企業で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
す。特にシミュレーションの本質を理解しシミュレーショ
ンを用いて独創的な
研究開発が実施でき
る人材を育成する。

日本で初めて神戸大学に設立された
「先端膜工学センター」および同センター
と連携する先端膜工学研究推進機構（現
在会員企業数４２社）が共同でCO２の省
エネルギー・高効率回収システムの実
用化のための性能評価・エンジニア
リングデータ取得を目指す。

兵庫県との共同研究、県内企業
の放射光産業利用を支援するため、
兵庫県ナノテク研究所と神戸大学が
協同組織を設置し、創薬のターゲット
蛋白質の構造の決定と機能解析、薬
効を示す化学物の分子設計などを実
施する。

先端バイオ生産
技術開発により、バ
イオマスを積極的に利
用した液体燃料や化学
品を生産できる日本発
の低炭素社会の実現に
資する基盤技術の確

立を目指す。

計算科学・計算機工学研究プロジェクト
研究代表者：天能　精一郎（システム情報学研究科）

超並列計算環境の発展を見据えた計
算科学と計算機工学が融合する研究分
野の創出を目指す。大量の計算データを理
解するための可視化施設を含む総合研究拠
点の形成を行い、各種計算科学
分野の学際的発展と社会貢献
を図る。

惑星科学国際教育研究プロジェクト
研究代表者：中川　義次（理学研究科）

統合研究拠点３階に惑星科学国際教育
研究プロジェクトとして入居した惑星科学研究セン
ター（Center for Planetary Science、略称CPS）は、
（１）惑星科学コミュニティへのサービスと（２）人材の
育成を目指す「新しいタイプ」のセンターです。（１）、
（２）の活動を通して惑星科学の堅実にして豊饒
な「発展」をもたらしたいと考えています。

PROJECT
8つのプロジェクト
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神戸大学 TOPICS 神戸大学の最近の話題を集めてみました

ブリュッセルオフィスオープニング
記念シンポジウムを開催しました

相馬芳枝・神戸大学特別顧問が
女性化学賞を受賞しました

国際化推進に向け
阪大、関大、関学と連携

NEWS
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東日本大震災からの復興をめぐり
公開シンポジウムを開催しました

NEWS

03
神戸大学は、昨年９月にベルギー・ブリュッセルに、日本の大学として初めてとなる「神
戸大学ブリュッセルオフィス」を開設しました。その記念として３月３日から７日まで、「日
欧教育研究連携の新時代」をテーマにしたシンポジウムを開催しました。
同シンポジウムは、文部科学省、外務省、国立大学協会等の後援、また日欧の
大学からの協力を得て開催したもので、「日EU高等教育政策セミナー」、「日欧大学
ラウンドテーブル」及び６つの「研究セッション」から構成されています。

３月４日のメインシンポジウムでは、日欧の
高等教育における国際連携をテーマに、ヘ
ルマン・ヴァンロンプイ欧州理事会議長
（EU大統領）、清水潔文部科学事務次官、
福田秀樹学長、モネ欧州委員会教育文化
総局次長、ボシュロウ欧州委員会研究総
局国際協力政策課長及びカウエンベルグ・
ヘント大学長の講演が行われ、１５０名の日
欧の大学関係者等が出席しました。

メインシンポジウムの冒頭には、福田学長からヴァンロンプイ欧州理事会議長のこ
れまでの功績により神戸大学名誉博士称号の授与式を行いました。
また、「日欧大学ラウンドテーブル」では、本学の中村千春理事がコーディネーター

として、武田廣理事、大阪大学の辻副学長、パリ第２大学のルカイヨン副学長、欧
州大学協会のゲーベル高等教育政策課長がパネリストとなり、日欧の教育研究連携
の在り方について議論しました。
さらに、６つの「研究セッション」では、本学の研究者１３名、欧州の研究者等３６
名の発表があり、日欧の学生をはじめ多くの大学関係者等も参加しました。
なお、同期間中、在ベルギー日本大使館広報文化センターにおいて、「日欧教育
研究連携の新時代ポスター展」が開催され、本学をはじめとする関西にある５大学の
研究成果のポスターを展示しました。

神戸大学は、これまで推進してきた「大学の国際化」をさらに推進するため、大阪
大学、関西大学及び関西学院大学の四大学でネットワークを形成し連携を図るため
協定を締結しました。
７月２７日、大阪大学会館（豊中キャンパス）で、福田秀樹学長、鷲田清一元大
阪大学総長、楠見晴重関西大学長及び井上琢智関西学院大学長の出席のもと、「国
際化推進に向けたネットワーク形成に関する協定書」の調印式を執り行いました。
協定を締結し国際化を推進するため、①情報及び資料の交換、②教職員の交流事
業、③各大学に在籍する留学生同士及び留学生と産業界との交流事業、④各大学が
設置している海外拠点における諸活動等を実施していきます。今後、４大学間で「阪
神地区大学国際化推進ネットワーク」実務者会議を立ち上げ、連携して取り組む諸
事業の内容を議論していきます。

国連は２００８年、キュリー夫人のノーベル化学賞受賞から１００年目に当たる２０１１
年を「世界化学年」とすることを決めました。世界化学年事務局はシンポジウム等の
祝典諸行事と並んで、化学の研究や普及で優れた業績をあげた世界の女性化学者を
顕彰する賞を設けました。日本化学会から推薦されていた神戸大学の相馬芳枝・特別
顧問（神戸大学理学部卒業）は、２３人のうちの１人に選ばれました。８月初め、プ
エルトリコで開かれるＩＵＰＡＣ（国際純正・応用化学連合）総会で表彰されました。

大震災に見舞われた被災者の救済と被災地の復興を願い、神戸大学は8月3日、
公開シンポジウム「東日本大震災からの復興に向けて―神戸にできること―」を、神戸・
ポートアイランドの神戸国際会議場で開きました。一般市民のほか、行政関係者や研
究者ら約470人が参加。被災地の現状や復興策をめぐる講演とパネルディスカッショ
ンに、熱心に耳を傾けました。
神戸大学は1995年の阪神・淡路大震災で大きな被害を受け、東北地方を初めと

する全国の方から温かいご支援をいただきました。これを機に「都市安全研究センター」
や「震災文庫」を設けるなどして、安全・安心な社会の構築を目指した研究に全学で
取り組んでいます。東日本大震災からの復興にあたり、こうした研究の成果を少しでも
役立ててもらおうと、「東日本大震災からの復興に向けた神戸大学からの提言（第一
次）」をまとめて東日本大震災復興構想会議に提出するとともに、「提言」をもとにし
たシンポジウムを企画したのです。

シンポジウムではまず福田秀樹学長が、「提言」に
込めた神戸大学人の思いに触れながら概要を説明しま
した。次いで、本学名誉教授でもある五百旗頭真・
復興構想会議議長が「東日本大震災と復興構想」
をテーマに基調講演。阪神大震災でのご自身の被災
体験を交えながら、「減災」という概念がその震災を機
に生まれたこと、「復旧」ではなく「創造的復興」が
重要であることなどを強調しました。
続いて、井上明久・東北大学総長、室崎益輝・
関西学院大学教授 (神戸大学名誉教授) が2人に加

わり、田中泰雄・神戸大学都市安全研究センター長の司会でパネルディスカッション
に移りました。井上総長は、東北大学が大きな被害を受けながらも、復興のための研
究組織を次 と々立ち上げていることを紹介。室崎教授は、被災自治体への人的支援
の緊急性などを訴えました。
シンポジウムの開会に先立ち、会場では参加者全員が黙とうし、大震災の犠牲者を
悼みました。またホール入り口に義援金箱を置き、参加者から温かい支援をいただきま
した。
休憩時間には神戸大学学生ボランティア支援室が、大学派遣のバスによる学生の
被災地支援活動を報告。ホールロビーのパネル展示でも、学生のボランティア活動を
紹介しました。
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パネルディスカッション協定を締結する楠見晴重関西大学長、鷲田清一大阪元大学総長、福田秀樹学長、井上琢智関西学院大学長

右：福田学長、左：ヴァンロンプイ欧州理事会議長
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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
ホームカミングデイ市

情報基盤
センター

●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
（六甲台第1、六甲台第2、鶴甲第1、鶴甲第2）

会　場 イベント 時　間

本　部

出光佐三記念六甲台講堂 記念式典
アカデミア館1階BEL BOX食堂 ティー・パーティー
社会科学系図書館 社会科学系図書館見学
アカデミア館2階オープンアカデミー 中山正實画伯の絵画展示
アカデミア館1階BEL BOX食堂前 ホームカミングデイ市
百年記念館１階展示ホール 神戸大学史特別展
山口誓子記念館 見学

お茶のおもてなし

留学生センター
百年記念館六甲ホール

文学部B棟132教室

オープニング
ようこそ先輩！神戸大学へ
海外ネットワーク紹介（ミャンマー・欧州）

留学生センター/百年記念館プラットフォーム KUワールドフェスタ・Alumni Tea Party
留学生センター 国内留学生同窓会

文学部

文学部長挨拶
学生による留学・ボランティア活動報告
学生による研究報告
第5回文窓賞 授賞式
文窓会総会

瀧川記念学術交流会館 懇親会

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
阪神大震災と国際文化学部
東日本大震災と国際社会
阪神大震災と東日本大震災との比較から見えて来るもの

国際文化学部A棟生協食堂ホール 懇親会

発達科学部

発達科学部 キャンパスツアー
発達科学部大会議室 ようこそ発達科学部へ

講演会・紫陽会賞授賞式
発達科学部生協食堂 全体懇談会
発達科学部生協食堂ほか

六甲台本館
アカデミア館

期別懇談会
発達科学部生協食堂 神戸大学よさこいチーム山美鼓演舞

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 震災復興に関する講演会
グリークラブによる合唱

アカデミア館1階

工学部キャンパス
工学部学生ホールAMEC3

懇親会
キャンパスツアー
キッズルーム

理学部

理学部長挨拶
理学部Z棟 第2回サイエンスフロンティア研究発表会

同窓会主催講演会
懇親会

どな」介紹科学「」介紹部学理「示展ータスポ

工学部
工学部本館D1-201多目的室 工学部長挨拶

展示とポスターセッション
学科キャンパスツアー

工学部本館中庭

農学部B101

農学部C101

農学部B101
未定

懇親会

農学部

農学部長挨拶、現況報告
六篠会会長挨拶、六篠賞授与式
受賞講演
OBによる講演1
OBによる講演2
懇親会
退職教員懇談会
県六篠会総会

11：00～16：00

14：35～14：55
13：50～14：35

13：30～13：40

16：20～18：00
15：50～16：10

17：30～
16：00～17：30

16：30～16：45

15：00～16：00

15：10～15：40
13：30～15：00

14：20～15：00

13：30～13：50

13：00～13：30

13：50～14：10
14：10～14：50

15：00～15：40
15：40～16：20

16：30～18：00
12：00～13：15

15：20～16：00

16：00～17：30

14：45～15：00

15：10～15：50
14：30～15：00

13：40～14：30

15：00～17：30

理学部Z棟201・202多目的室

理学部Z棟201・202多目的室
理学部Z棟103

10：30～12：00
12：00～13：00

10：00～17：00
10：00～17：00

13：00～16：30

9：30～17：00
9：30～17：00

13：30～13：50

11：30～12：30

13：30～13：40

15：40～16：10
14：30～15：30

13：40～14：20

14：00～14：30

14：00～14：10

14：00～14：20

10：00～17：00
10：00～17：00

16：30～18：00
13：30～18：00

16：30～18：00

15：40～16：20
14：10～15：40

16：00～17：30
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会　場 イベント 時　間

海事科学部

海事科学部校内 キャンパスツアー

総合学術交流棟梅木Yホール
海事科学部長挨拶、大学現況報告
学生による研究発表
記念講演会

総合学術交流棟梅木ホール 懇親会
総合学術交流棟梅木Yホール 海神会・評議会

医学部医学科 シスメックスホール

医学部長挨拶
講演1
講演2
特別講演
医学部会館・シスメックスホール見学と記念撮影
懇親会医学部神緑会館多目的ホール

医学部　
保健学科

キャンパスツアー
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医学部保健学科D棟201教室

医学部保健学科キャンパス

報告会（Ⅰ部・Ⅱ部）
懇親会医学部保健学科生協食堂

第１便

第２便※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 12：00～13：30（オーダーストップは、13：00）

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

工 学 部 生協食堂 11：30～14：00（オーダーストップは、13：30）

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

ホームカミングデイ専用バスのご案内

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：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

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

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
大学文書史料室
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

BEL BOX

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
総合・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
ホームカミングデイ市

情報基盤
センター

懇親会会場：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 B,C,D
外来診療棟
臨床研究棟

会場：医学部会館 シスメックスホール

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

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。

14：00～14：30
14：30～15：00

14：45～15：15
15：20～15：40

16：50～17：05
15：50～16：50

14：00～14：30
14：30～15：00

15：00～16：30
16：30～17：30

15：00～16：00

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。

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／13:50発）→六甲台正門（門衛所／13：55着）

※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。

・工学部構内7：00～23：00
・国際文化学部構内11：00～13：00

13：00～14：00

13：00～14：00
16：00～18：00

14：30～14：40

17：10～18：30

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。

六甲台正門（門衛所／14:00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／14:50発）→六甲台正門（門衛所／14:55着）

ようこそ ホームカミングデイへ！ VOL.5　2011年（平成23年）10月（5）



在学中は、ヨーロッパ文化論講座
に属し、19世紀末の文芸を研究して

いました。この時代の文芸には、現代の問
題と共通する点が多く見られ、研究のため
の研究に終始するのではなく、文芸から学
んだことを社会に還元しなくてはならない
と強く考えるようになりました。そのよう
な中で出会った一番印象的な人は、指導教
官の内田正博先生です。先生は多くの時間、
私と一緒に思考を巡らせて下さり、ものの
考え方を鍛えてくださいました。そのこと
は、社会に出てから非常に役に立つことで
した。
前職は、愛媛県にある私立美術館で学芸

員をしていました。文化を広めるというこ
とは、想像以上に大変なことでした。ただ、そんななかでも、自分が担当したイベ
ントで、参加した男性が涙されたことがありました。その方は、「毎日辛いことが
沢山あるんやけど、心が救われた」と言ってくださいました。人の心に触れられる
仕事ができたことを実感し、心が震えた瞬間でした。この仕事は、初めて就いた正

規の職でしたが、神戸大学で経験した「ひたすら没頭すること」が活かされたと思
います。修士論文を書く過程で、対象の本質はどこにあるのか、2年間ずっと問い
続けました。結果としてできた修士論文は、私の力不足で、今読み返すと恥ずかし
い内容に終わってしまいましたが、私の思考方法の原型が詰まっており、何かに夢
中になったキラキラした時間を留める物証です。ひたすら没頭することで何かが得
られるという実感は、「週休0日24時間学芸員」という姿勢で仕事に向かわせてくれ
ました。
現在は、生協の組合員サポートデスクという部署で、主にキャリア支援の仕事を

しています。生協での学生との関わり方は、先生方や大学職員の方々と比べると、
裏方的要素が強いです。でもだからこそ大事なことだと考えています。そうですね、
変なたとえ話ですが、初めて海外のとある美術館のカフェに行った時、大変驚いた
ことがあります。それは、本来美術館の本筋ではないカフェという存在が人々に五
感への満足を与える確かな一翼を担っており、全体の質向上に大きな役割を果たし
ていることを痛感したからです。生協の仕事は、神戸大学で過ごす時間により重層
的な満足をもたらすことができるよう、努力し、工夫していくことだと思っています。
神戸大学を一言で言うと「希望が生まれる場」です。神戸大学には、将来に向け

ての希望を育てることが出来る環境（ヒト、モノ共に）があります。そして、これ
から社会に出て行く学生は希望そのものです。とある書物に希望とは「たえず前方
を望む抵抗の精神そのもの」とありました。学生には、言われるがまま「優等生的に」
日々を過ごすのではなく、絶えずいろんな事にぶつかりながら、世の中に出て行く
準備をしてほしいです。ホームカミングデイは、現役学生とOB・OGが出会える本
当に素敵な時間です。諸先輩方、現役学生に神戸大学への愛を熱く語ってあげてく
ださい！！

大学では、近代経済学を専攻し
ていました。 “ＫＵＣ”というテ

ニス同好会に４年間所属し、今でも当時
のメンバーとは親密な交流が続いてま
す。当時テニスコートは、工学部と教育
学部（御影の赤塚山）にあり、数少ない
コートにテニス愛好家が集まっていまし
た。
大学卒業後は、伊藤忠商事に30年間勤
務し、主に合成樹脂の海外営業の仕事に
従事しました。この間、商売を追いかけ
て世界各国をかけずりまわった一方、イ
ギリス・アラブ首長国連邦にも駐在し海
外生産事業の経営を学びました。国内関
係ではビデオソフト販売事業などを通じ

リーテイル分野での仕事も経験しました。1998年に取引先に移籍しました
が、最後は米国現地法人の責任者として5年ほどニューヨークに駐在しまし
た。2009年春に帰国後、退職者の組織でベンチャー企業の支援の仕事をしま
した。

昭和40年～50年代当時の合成樹脂は新素材でしたから、金属・木材・紙・
ガラスなどの既存素材が使われていた分野に合成樹脂を浸透させることが大き
な仕事でした。そのお蔭で自動車・家電・建材・包装・メディア・電子機器な
ど、幅広い業界知識・商品知識を得ることが出来ました。一番苦労したのは26
歳で駐在した英国のプラスチック波板製造合弁会社出向時代です。英国で製造
した製品の品質が安定せずクレームの連続でした。自分自身は販売担当でした
が時には徹夜で工場に入り、“ものを作ることの難しさ”、“安定した生産現
場を築きあげることの大切さ”を学びました。　　
商社マンとして実際に現場で仕事をしてみると、世界の経済の流れが自分の
仕事に大きく影響を与えることを実感しました。即ち、実効的な戦略を練るに
は現場で培うミクロの視点だけでは不十分で、やはりマクロの視点から市場を
俯瞰する経済学を基礎にした知識が大きな武器になることが分かりました。大
学時代にもっと真面目に勉強しておけばよかったと35歳半ばになって気が付き
ました。
現在東京オフィスの所長として、首都圏における在学生の就職支援、卒業生
のネットワーク強化、大学が行うイベントの企画・支援などを行っています。
今後は、商社勤務時代の国際経験を活かして大学の国際化推進のお手伝いもし
たいと考えています。見方を変えれば、これらは全て神戸大学のブランド力を
上げるための活動とも言えます。また海外からの留学生の方にも、もっと東京
オフィスを利用してほしいと思います。
神戸大学を一言で言うと、「誇れる大学」です。在学生の若さとバイタリ
ティに加えて、我々卒業生が培ってきた知見・人脈を持ち寄れば、神戸大学は
日本の国際化の中心になれると確信しています。

神戸大学東京オフィス所長

神戸大学生活協同組合組合員サポートデスク主任・
神戸大学キャリアセンター キャリアアドバイザー（日本キャリア開発協会会員CDA）

国際文化学部地域文化学科でアジア太平洋文化論を専攻、中国文化に
ついて学びました。

語学（中国語）はもちろん、異文化とは、コミュニケーションとはなど、グ
ローバルな視点も身につけられたと思います。当時お世話になった先生方が、
中国や中国語にのめり込むきっかけをくださいました。毎回の授業が本当に楽
しかったです。また、東京オフィスのキャリアアドバイザーの五十嵐順子さん
（昨年度の「ようこそホームカミングデイ」で紹介。http://www.kobe-
u.ac.jp/hcd/records/2010/images/magazine/p6.pdf）は、私の生涯の友であ
り、在学中から現在に至るまで支え合ってきた大親友です。大学卒業後は、在
大阪中国総領事館や在日本中国大使館で初の日本人スタッフとして勤務しまし
た。日本語教師の資格を取り、日本語学校で教えたこともあります。国籍や言
葉、文化の壁を越えて信頼関係を築くことは日本人同士より時間はかかるけれ
ど必ず出来るし、その信頼関係が仕事への自信に繋がりました。語学そのもの
が即戦力でしたが、今思えば、どんな環境にも柔軟に対応し、周囲とのコミュ
ニケーションがうまくとれていたと思います。それは大学での授業はもちろ
ん、様々な方々との出会いとそこから得た経験のおかげに他なりません。
東京オフィスには、今年の１月から小西所長のアシスタントとして勤務して
います。東京オフィスの仕事を通して、やりがいが感じられるのは、一度来て
くれた方（学生・OB/OGに関わらず）が「居心地がいいのでまた来ました」
とリピートして下さるときや、東京オフィスが起点となって在学生と卒業生・
卒業生同士の交流が広がっていくときです。新生・東京オフィスは船出したば
かり。これからは東京にあるメリットを活かし、首都圏だけでなく国際的にも

神戸大学をアピールしていくことになる
と思います。アシスタントスタッフとし
て私が出来ることはオフィスの利用者に
東京にいても神戸を感じてもらえるよ
う、アットホームで過ごしやすい場所・
環境を提供することだと考えています。
より多くの方に利用してもらい、神戸大
学の輪をどんどん広げていただきたいで
す。
神戸大学を一言で言うと「絆」です。
私自身、東京に来てからは実は大学とは
疎遠になっていましたが、どんなに離れ
ていてもどんなに時間が経っても「神戸
大学」という「絆」が一瞬で隔たりを埋
めてくれました。そう感じるOB/OGも
多いのではないでしょうか。世界中にその「絆」が広がっていくといいです
ね。懐かしい風景や仲間との再会だけではなく、新しい景色や仲間との出会い
があるのもホームカミングデイの素晴らしいところ。新たな「絆」が生まれる
場になることを願っています。

神戸大学東京オフィススタッフ

小西　　順 （1969年経済学部卒業）

小嶋 洋子（1997年　総合人間科学研究科　博士課程前期課程　修了）

六十谷　知里（1999年国際文化学部卒）

G
神戸大学卒業生のご紹介

今回は企業等の経験を経て、現在母校を支える仕事をされている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生の方々が、母校を支えてくださっているのは、頼もしいかぎりです。G 母校を支える卒業生たち

raduate
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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

グリークラブ
　神戸大学が神戸商業高等学校と呼ばれた時代から、1世紀以上存在する由緒正しき
合唱団、それが「神戸大学グリークラブ」。現在は1、2年生を中心に32名が所属し、週3
回活動している。
 グリークラブの毎年の舞台は、夏に行う他大学の合唱団とのコンサート、そして冬に
開催する定期演奏会の2つ。今年も7 月に兵庫県立大・神戸女子大・武庫川女子大の
混声・女声合唱団とのジョイントコンサートに参加し、男声合唱団ならではの力強い
歌声で観客を魅了した。
　「練習の規律は必ず守る、はしゃぐ時は思い切りはしゃぐ」が、若いメンバーの多い
今年のグリーのモットー。遊びに手を抜かないスタイルがあるからこそ、練習に全力
で取り組めるという。そのメリハリある練習の集大成を、今年も灘区民センターで開
催される予定の定期演奏会で披露する。

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。

硬式野球部
　現在近畿学生リーグ2部リーグで奮闘している硬式野球部。1932年の関西六校野
球同盟結成時に創部され、長い歴史と伝統を持つ。現在は部員みな一丸となって、1
部リーグ昇格を目指し練習している。 
　昨年に1部リーグから降格してしまったものの、2部リーグの中では断トツの実力
を誇る。昨年秋、今年春と2季連続で優勝した。現在チームの課題として中村弘監督
と田中久登主将（工学部・4年）が口をそろえて言ったのが「打撃力」。昨年秋、今年春
の1部リーグ昇格を掛けた試合では共に大阪工業大学と戦い、計4試合で1点も取れ
ずに敗れた。 
　しかし昨年秋からスイングス
ピード測定を用いた打撃練習を
始めた。10試合で36得点であっ
た昨年秋から、今年春は10試合
で63得点と練習の成果は出てき
ている。あとは今年秋にその集大
成を出し、今度こそ1部リーグに
昇格するだけだ。 

アメリカンフットボール部
　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
を掛けた試合に臨むものの敗北した。その後は2部降格を経験。1997年に1部復帰
してからは1部に定着する。 
　一昨年はリーグ7位と振るわず、大産大との入れ替え戦に勝利し残留を決めた。
昨年はリーグ5位と成績を上げたものの、なかなか上位進出の足がかりをつかめ
ていない。
　今年は上位チームとの
差を埋めるため春から
フィジカルアップに取り
組んだ。「守るな、攻めろ」
のスローガンのもと梅本
貴司主将（経営学部・4年）
を中心にまとまりを見せ
るチーム。秋からの飛躍に
期待がかかる。

女子タッチフットチーム部
　今年2度の全国大会を経験した女子タッチフットボール部ROOKS。
　今年1月に行われた第16回女子タッチフットボール日本選手権（さくらボウル）で
は、社会人チームを相手に10年ぶり3度目となる日本一の座に輝いた。春の大会で
は、宿敵武庫川女子大を抑え、見
事全国大会であるシュガーボウ
ルに出場。決勝進出には及ばな
かったが、全国の舞台に立てたこ
とは大きな自信になった。
　そんなROOKSの合い言葉は
「チャレンジャー」。謙虚な気持ち
は忘れず、秋の大会に向けて1つ
1つ試合をこなす。

フットサル部
　フットサル部は「競技」と「普及振興」の2つの面で活躍している。 
　2008年から2010年にかけて、全日本大学フットサル大会で見事三連覇。2011
年は惜しくも優勝を逃したものの、「関西リーグ」では社会人の強豪チームに交
じって12チーム中7位と奮闘中だ（9月13日現在）。 
　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、関西学生
リーグの発足、カレッジ
フットサルの開催などフッ
トサル界の繁栄に貢献して
いる。 
　「学生フットサル界のパ
イオニア」となることを目
標に掲げ、日々活動してい
るのだ。

演劇研究会はちの巣座
　はちの巣座は「全員演技」、「初心者にも分かりやすく丁寧に」をモットーに活動
する演劇研究会だ。
　毎年、4月に新歓講演、8月に新人公演、厳夜祭講演、冬に卒業公演を行う。今年も8
月に行われた新人公演では1年生が、「サマータイムマシン・ブルース」で急展開の
コメディを演じ、若さ
とパワーを披露。主役
を演じた周防翔太さ
ん（発達科学部・1年）
は、「とにかく気持ち
いい」と公演を振り
返っていた。
 　観客を楽しませ、夢
中にさせるはちの巣
座の演劇を是非一度、
見ていただきたい。

モダンドンチキ
　神大モダンドンチキは阪神大震災の際に、学生震災救援隊のメンバーと地域住民
が、被災者を励まそうとした活動を起源とする、全国でも珍しいちんどん屋サークル
だ。ちんどん屋とは太鼓や金管楽器などを演奏しながら、町を練り歩きイベントや商
店などの宣伝を行うもの。現在は学生11人と地域住民1人で活動している。 
　活動する場所は商店街やお祭り会場から特別養護施設まで様々。春と秋にはそれぞ
れ富山と愛知で開かれる、ちんどん屋コンクールにも参加している。年５０回ほどのパ
フォーマンスの中では戦後の歌謡曲を中心にしながらも、子供の多い場所では最近の
流行歌を織り交ぜたり、寸劇を織り交ぜたりしたこともある。観客からの曲の要望に
その場で応えるなどそのパフォーマンスの自由度は高く、場に柔軟に対応し観客を楽
しませている。また、華麗に着飾ったその派手な衣装も多くの人の目を引き付ける。
　「プロのちんどん屋さんもいる
中で、ちんどん屋全体のレベルを
落とすことがないよう自分たち
のレベルを上げていきたい」と語
るのは座長の田邊翔さん（国際文
化学部・３年）。少人数ながらも
こだわりを持ちながら、神大モダ
ンドンチキは魅力的なパフォー
マンスを提供していく。 

ようこそ ホームカミングデイへ！ VOL.5　2011年（平成23年）10月（7）



無料

無料

無料

無料

無料

卒業生

～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

Information

「学生寮の青春譜
　　　　―神戸大学史にみる寮文化―」

「学生寮の青春譜
 ―神戸大学史にみる寮文化―」パネル展

神戸大学史特別展

神戸大学史巡回展

平成23年10月24日㈪～11月 4日㈮
（期間中無休）午前9時30分～午後5時

神戸大学アカデミア館
2階オープンアカデミー

神戸大学百年記念館
１階展示ホール

神戸大学
東京凌霜クラブ

平成23年11月14日㈪～11月25日㈮
（期間中無休）午前10時～午後5時

平成24年 2月 6日㈪～ 2月16日㈭
（土・日曜日休み）午前10時～午後5時
（12時～1時30分休み）

学生
一般市民

一般市民

内容 日時 場所 対象 参加費 お問い合わせ・申込先イベント名

第32回 六甲祭

クラシックギター部
第37回定期演奏会
応援団総部吹奏楽部
第44回定期演奏会

平成23年11月12日㈯～11月13日㈰

平成23年12月10日㈯ 17:30～（17:00開場）

平成23年12月11日㈰ 18:30～（18:00開場）

神戸大学六甲祭実行委員会
TEL：078-802-6597
E-mail：rokkosai@kobe-u.com

神戸大学応援団総部吹奏楽部
TEL：078-881-2097
E-mail：brass@kobe-u.com

クラシックギター部
E-mail：kucgc.since1967@gmail.com

六甲台キャンパス

神戸市産業振興センター
　（ハーバーホール）

神戸文化ホール大ホール

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

神戸大学卒業生ネットワーク ｢KU-Net」（ご案内） 東京オフィス

表 紙　武 道 場 

KU-Net 検 索検 索

「KU-Net」に関するお問い合わせ先
神戸大学企画部社会連携課 TEL : 078-803-5042／ FAX : 078-803-5024 

E-mail : alumni@offi  ce.kobe-u.ac.jp

ご利用の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。

平成16年4月15日からスタート
いたしました「神戸大学東京オフィ
ス」はこの度、大学が直接管理運営
する施設として、平成23年1月7日
から、帝国劇場ビル地下1階に整
備・拡充してリニューアルいたしま
した。フロアも広くなり卒業生ス
タッフが常駐して業務にあたってい
ます。パソコン（３台）、プリン
ター、インターネット、フィッティ
ングルーム等の利用も可能ですの
で、東京にお越しの際はぜひお立ち
寄りください。

武道場は、六甲台グランドの北西角の位置にあります。建物は昭和１０年竣工され、木造平屋建、入母屋屋根
桟瓦葺きの建物で、正面１０間、奥行き７間の規模を有し、正面中央に２間の車寄せ玄関を設けています。
車寄せの天井は格天井とし（表紙写真参照）、中央に天井付けの灯具を付し、欄間は、筬欄間としています。
竣工当時は、『艱貞堂（かんていどう）』という名称でもあり（現在は『神戸大学武道場』）、現在に至るま
で多くの学生に使用されております。また、六甲台本館、兼松記念館、社会科学系図書館、出光佐三記念六甲台
講堂に続き、本学５か所目の登録有形文化財への登録を、申請しております。

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。

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。

イベント

神戸大学附属図書館大学文書史料室
TEL:078-803-5035
E-mail:archives@lib.kobe-u.ac.jp
URL:http://l ib.kobe-u.ac.jp/
archives

神戸大学附属図書館大学文書史料室
TEL:078-803-5035                      
E-mail:archives@lib.kobe-u.ac.jp

課外活動団体予定

卒業生図書貸出サービス
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: 078-803-5308

人文科学系図書館 文学部／人文学研究科

※東京オフィスの運営には、皆様のご支援による「神戸大学
　基金」の一部が活用されています

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

「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。

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

「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。

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

神戸大学基金へのお願い
　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。

お問い合わせは・・・・・
神戸大学基金推進室
TEL: 078-803-5414 078-803-5024
E-Mail: kikin@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.kobe-u.ac.jp/kobekikin/index.htm

ようこそホームカミングデイへ！ vol.5 発行に寄せて

来年のホームカミングデイは、
10月27日（土）予定です。

どうぞお楽しみにしていてください。

〈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@offi  ce.kobe-u.ac.jp　　　

　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。

 FAX: 

（8）　ようこそ ホームカミングデイへ！ VOL.5　2011年（平成23年）10月
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