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武田廣

2016 年 7月、神戸大学は神

戸大学ホノルル拠点 (HOKU) を

設立しました。HOKUは、本

学にとって米州における一つ

目の拠点です。北米だけでな

く環太平洋の国々の研究者に

とっては立地が特に優れ、国際研究集会等において大いに活

用が見込まれることから、ホノルルに拠点を開設するに至り

ました。

開国以来、世界と日本を繋ぐ役割を担ってきた港町神戸に

位置する大学として、これまで世界で活躍する多くの人材を

育成するとともに世界の一流大学に伍して先端研究を推し進

めることができたことは神戸大学の誇りとするところです。

グローバル化が進展する 21 世紀においては、それぞれの大

学としての教育研究基盤整備とともに国際連携による教育研

究の推進が意味を持ちます。「学術研究の国際的な交流と連

携の拠点として急進的な役割を果たす」ことを教育憲章に掲

げ、社会科学分野・理系分野双方に強みを有する伝統と特色

を生かした独自のテーマによる教育研究の国際的競争力を高

めて世界的拠点を確立し、先端的技術の開発と社会実装の促

進を通じて人類に貢献するとともに、地球的諸課題を解決す

るために先導的役割を担う人材を輩出していきます。

米州は、神戸大学が研究及び教育面において活発な国際交

流を行っている地域です。神戸大学は、教育研究の理念に基

づき、人文科学、社会科学、自然科学、生命科学の各分野に 

於いて、HOKUの活動を通じて、米州及び環太平洋諸国との

交流拡大を目指します。
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In July 2016, the Honolulu Office of Kobe University (HOKU) was 

launched as our first liaison office in the Americas. We chose 

Honolulu as the location when considering the accessibility for 

researchers not only in the Americas but also the pan-Pacific 

region. This office will play an important role in coordinating 

international conferences and other collaborations. 

Kobe University is located in the port city of Kobe, which has 

been a bridge between Japan and the world since the opening of 

Japan in 1854. We are proud to be ranked among the world's 

leading universities, and we have produced many talented 

individuals who have gone on to be successful in diverse fields 

around the world. 

As the world moves rapidly towards globalization, the 

improvement of infrastructure and promotion of international 

collaboration in education and research are becoming 

increasingly important for all universities. We have declared in 

our Charter on Education that we will play the role of a key 

institute for international exchange and collaboration in 

education and research, and we are currently establishing a 

global base to enhance international competitiveness in these 

fields. This will be achieved through research projects that utilize 

our traditional strengths in the fields of both the social and 

natural sciences. We aim to foster individuals with strong 

leadership skills who can contribute to society through the 

development and practical implementation of cutting-edge 

technologies.

HOKU was established based upon these principles, with the aim 

of promoting international collaboration between Kobe 

University and universities and research institutes in both the 

Americas and the pan-Pacific region across a full range of 

academic fields. 
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有料貸出備品
・パソコン

・プラズマ画面テレビ

・スピーカーフォン

・ポリコムビデオ

・ワイアーレス /小型マイク

・表彰台

・スクリーン

・プロジェクターとスクリーン

Main Activites
・International symposium, workshops and seminars with 

   reseachers in the Americas and Pan Pacific region

・International Program Development with partner institutions 

   in Americas

・Collect and disseminate information about education and 

   research of Kobe University

About
Address： 

JAIMS (Japan-America Institute of Management Science) 

6660 Hawaii Kai Drive, Honolulu, Hawaii 96825-1192

【 Room Number 】207A 

Meeting Room
The capacity of Kobe University Honolulu Office's meeting room 

is 15 people with tables / 25 people with chairs.

Open：8：00 am ー 17：00 pm (Mon. ー Fri.)

Closed：Sat., Sun., Japanese and American holidays, 

                 JAIMS's closed day

   

Equipment：

  1 white board, 1 screen, 1 projector, 1 adaptor

主な活動内容
・国際研究集会等開催による北米及び環太平洋地域との
   研究交流
・ハワイ州をはじめとする北米協定校との
   教育プログラム開発
・米州地域における神戸大学の情報発信拠点

施設概要
住所 ：
JAIMS (Japan-America Institute of Management Science)
6660 Hawaii Kai Drive, Honolulu, Hawaii 96825-1192 
【 部屋番号 】207A 

会議室
神戸大学ホノルル拠点の会議室の最大収容人数は、
テーブル着席時 15 名、椅子のみ利用時 25 名です。
神戸大学関係者が利用する場合は無償で利用可能です。

利用時間：
8：00 am － 17：00 pm
※ 土日・アメリカの祝日、その他 JAIMS 休館日を除く

備品：
ホワイトボード　１台、スクリーン　１台
プロジェクター　１台、アダプター　１台

Rental Equipment
・Personal Computer

・ Plasma Display TV 

・ Speakerphone

・ Polycom Video

・Wireless/Lavaliere Mic

・ Podium

・Screen

・Video Projector w/screen 
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