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In September 2010, Kobe University Brussels European Centre

2010 年 9 月、神戸大学は神

(KUBEC) was launched, the ﬁrst European Centre to be

戸大学ブリュッセルオフィス

established in Brussels by a Japanese university. Kobe University

(KUBEC) を設置しました。

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.

KUBEC は、ブリュッセルにお

Established a little over 100 years ago, Kobe University cannot

ける日本の大学の初めての拠

claim to have a long history compared to many European

Kobe University

universities. However, we are proud to be ranked among the
world's leading universities, and we have produced many

Brussels European Centre

talented individuals who have gone on to be successful in diverse
ﬁelds around the world.

点です。
神戸大学は創立から 100 年余りと、ヨーロッパの諸大学に
比べれば古い歴史を持つ大学とはいえません。しかし、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、これまで多くの世界で活躍する人材を育成す

As the world moves rapidly towards globalisation, the
improvement of infrastructure and promotion of international

るとともに世界の一流大学に伍して先端の研究を推し進める

collaboration in the ﬁelds of education and research are

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

becoming increasingly important for all universities. We have
declared in our Charter on Education that we will play the role of

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

a key institute for international exchange and collaboration in

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

education and research, and we are currently establishing a

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

global base to enhance international competitiveness in these
ﬁelds. This will be achieved through research projects that utilise
our traditional strengths in the ﬁelds of both social science and
natural science. We aim to foster individuals with strong

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

神戸大学ブリュッセル オフィス

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

Kobe University Brussels European Centre

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

leadership skills who can contribute to society through the
development and practical implementation of cutting-edge
technologies.
KUBEC was established based upon these principles, with the aim
of promoting international collaboration between Kobe
University and universities and research institutes in Europe in
the ﬁelds of Humanities, Social Sciences, Natural Sciences and

collaboration in education and research between Japan and
Europe by providing valuable opportunities for international
exchange in Europe.

科学、社会科学、自然科学、生命科学の各分野に置いて、ヨー

Tel: +32 (0)2 672 64 60

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

http://www.oﬃce.kobe-u.ac.jp/ipiep/kubec/

進に寄与することを設置の目的としています。

神戸大学ブリュッセル オフィス

さらに、2015 年 7 月、KUBEC は本学のパートナーである
ブリュッセル自由大学 ( 蘭語系 ) の国際ビル内に移転し、よ

In July 2015, KUBEC was relocated to the International Building of
continues to play the role of a key institute for international

KUBEC は、この神戸大学の教育研究の理念に基づき、人文

Bruxelles 1050 Brussel, Belgium

Bio-Medical Sciences.
Vrije Universiteit Brussel, a partner of Kobe University. Here it

するために先導的役割を担う人材を輩出していきます。
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り綿密に国際交流を行う機会を提供することで、ヨーロッパ
における日欧の教育研究の国際連携拠点としての役割を果た
していきます。

Roles

役割
・教育研究に関する情報収集および発信
・欧州の諸大学・研究機関との学術・研究交流の促進
・留学生・研究者ネットワークの構築
・在欧の企業・団体との連携の促進

・Collect and disseminate information about education and
research of Kobe University
・Support academic exchange with universities
and research institutes in Europe
・Establish networks of international alumni and researchers

スタッフ

Staﬀ

所長

坂井

Executive Director

一成

SAKAI Kazunari

大学院国際文化学研究科教授

Professor, Graduate School of Intercultural Studies

EU 総合学術センター副センター長

Vice-Director, Centre for EU Academic Collaboration

アドバイザー

Advisor

Patrick Vittet-Phillipe

Patrick Vittet-Phillipe

・Develop cooperation with industries and associations in
Europe

実施事業

Activities

・国際シンポジウム、ワークショップ、セミナーの開催

・International symposium, workshops and seminars

・留学フェア、留学説明会、渡航前入学試験

・International education fairs, orientation sessions and

（ヨーロッパの学生が対象）
・セミナー、海外滞在相談（神戸大学の学生が対象）
・欧州諸大学、関係機関との交渉

entrance examination (for European students)
・Seminars and consultation services (for Kobe University
students)
・Liaison with universities and institutes in Europe

神戸大学における EU 関係組織図 / Organisation Chart of Kobe University related to EU

Meeting Room

会議室
神戸大学ブリュッセルオフィスは、本学教職員が 25 人

Kobe University Brussels European Centre has a meeting room

規模のセミナー・ワークショップを開催できる会議室を

for seminars and workshops. (max. 25 persons)

備えています。

Open

欧州連合
European Union

9:00-17:00(Mon. - Fri.)

Kobe University
神戸大学長 / President

Closed

利用時間：
日本の祝祭日を除く平日 9：00−17：00
備品：
2 人用机（キャスター付）9 脚、椅子 18 脚
50 インチディスプレイ（PC 等接続用）1 台
ホワイトボード 1 台

神戸大学

遠隔地講義システム

国際連携推進機構

Sat., Sun., Japanese holidays

Institute of Promoting International Partnerships

Equipment

国際連携推進本部

Oﬃce for Promoting International Partnerships

9 meeting tables, 18 chairs, 1 display (50'), 1 white board,
Long Distance Interactive Learning System

駐日欧州連合代表部

Delegation of the European Union to Japan

EU総合学術センター

Centre for EU
Academic Collaboration
ブリュッセルオフィス

Kobe University
Brussels European Centre

国際教育総合センター

Center for
International Education

