◎私費外国人(留)学生特別入試
学部・学科

募集
人員

出願要件

選抜方法

備考

文学部

若干名

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当するもの
（１）次の①～③のいずれかに該当する者
① 外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者
② 文部科学大臣の指定した者
③ 本学部において,①と同等以上の学力があると認め
た者
（２）独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成
30年度日本留学試験」において本学部が指定する科
目を受験している者

大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査の前期日程の試験，面
接試験等，平成30年度日本留
学試験（出題言語：日本語，
科目：日本語・総合科目・数
学（コースは自由選択））の
成績，出身学校長が作成した
調査書又は学業成績証明書等
を総合して行います。

詳細は11月中旬発表予
定の「平成31年度神戸大
学文学部外国人特別学生
選考要項」を参照してく
ださい。
出願期間
平成31年１月28日（月）
～２月６日（水）
試験期日
平成31年２月25日（月）

国際人間科学部

若干名

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当するもの
（１）出入国管理及び難民認定法において,在留資格
「留学」を有する者及び取得できる見込みの者
（２）次の①～⑤のいずれかに該当する者
① 外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年（2019年）３月31日までに修了又は修了見込
みの者，又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定
したもの
ただし，12年の課程には，日本における学校教育
の期間を含めてもよいが，高等学校の全課程は外国
で修めていることを必要とする
② 外国において，スイス民法典に基づく財団法人で
ある国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレ
ア資格を有する者で，平成31年３月31日までに18歳
に達するもの
③ 外国において，ドイツ連邦共和国の大学入学資格と
して認められているアビトゥア資格を有する者で，平
成31年３月31日までに18歳に達するもの
④ 外国において，フランス共和国の大学入学資格と
して認められているバカロレア資格を有する者で，
平成31年３月31日までに18歳に達するもの
⑤ 本学部において,上記①から④と同等以上の学力が
あると認めた者で，平成31年３月31日までに18歳に
達するもの
（３）独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本
留学試験」において学科が指定する科目等を受験して
いる者
＊グローバル文化学科
「平成30年度日本留学試験」の日本語（記述，読解，
聴解・聴読解）,総合科目及び数学（コース１又はコ
ース２）を受験し，合計595点以上の成績の者
＊発達コミュニティ学科,環境共生学科（文科系受
験）及び子ども教育学科
「平成30年度日本留学試験」の日本語（記述,読解,聴
解・聴読解）,総合科目,数学（コース１又はコース
２）を受験している者
＊環境共生学科（理科系受験）
「平成30年度日本留学試験」の日本語（記述,読解,聴
解・聴読解）,数学（コース２），理科（２科目で自
由選択）を受験している者

＊グローバル文化学科
大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査の前期日程試験の国語
(古文及び漢文を除く。)及び
外国語(英語，ドイツ語，フラ
ンス語から１科目選択)，面接
試験，日本留学試験(出題言語
：日本語)の成績，出身学校長
が作成した調査書又は学業成
績証明書等を総合して行いま
す。

詳 細 は 「 平 成 31年 度
（2019年度）神戸大学国
際人間科学部私費外国人
（留）学生の選考方法等
について」を参照してく
ださい。
出願期間
平成31年１月28日（月）
～２月６日（水）
試験期日
平成31年２月25日（月）

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当するもの
（１）次の①～③のいずれかに該当する者
① 外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者
② ①に準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
③ 本学部において,①と同等以上の学力があると認
めた者
（２）独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成
30年度日本留学試験」において，日本語（読解，聴
解・聴読解）240点以上，かつ，総合科目及び数学
（コースは自由選択）の合計点が240点以上の成績
の者

大学入試センター試験を免
除し，本学部が実施する個別
学力検査の筆答試験（作文），
面接，平成30年度日本留学試
験（出題言語：日本語，科目：
日本語・総合科目・数学（コ
ースは自由選択））の成績及
び成績証明書を総合して行い
ます。

法学部

若干名
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＊平成31年度入試より，
＊発達コミュニティ学科，環 発達コミュニティ学科，
境共生学科，子ども教育学科 環境共生学科，子ども教
大学入試センター試験を免 育学科において，「日本
除し，本学が実施する個別学 留学試験」の成績は当該
力検査の前期日程試験，面接 年度の成績のみを利用し
試験，日本留学試験(出題言語： ます。
日本語)の成績，出身学校長が
作成した調査書又は学業成績
証明書等を総合して行います。
ただし，前期日程試験の国
語については，古文及び漢文
を除く。

詳細は「平成31年度神
戸大学法学部外国人特別
学生（私費）募集要
項」を参照してください。
募集要項は，11月下旬
配付予定です。

◎私費外国人(留)学生特別入試
学部・学科

募集
人員

出願要件

選抜方法

備考

経済学部

若干名

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当するもの
（１）出入国管理及び難民認定法において，在留資格
「留学」を有する者及び取得できる見込みの者
（２）次の①～⑤のいずれかに該当する者で平成31年３
月31日までに18歳に達するもの
① 外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者，又
はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
② 外国において，スイス民法典に基づく財団法人で
ある国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレ
ア資格を有する者
③ 外国において，ドイツ連邦共和国の大学入学資格
として認められているアビトゥア資格を有する者
④ 外国において，フランス共和国の大学入学資格と
して認められているバカロレア資格を有する者
⑤ 本学部において，上記①～④と同等以上の学力が
あると認めた者
（３）TOEFL-iBTを受験した者（スコア票が受験日から
２年以内であること。）
（４）独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成
30年度日本留学試験」（出題言語：日本語）におい
て，次の科目の点数が本学部の定めた点数を満たす
者
①日本語（読解，聴解，聴読解，記述）の合計点
が360点以上。
②総合科目及び数学（コース１）の合計点又は理
科（物理・化学・生物から２科目選択）及び数学
（コース２）の合計点が280点以上。

大学入試センター試験及び
本学が実施する個別学力検査
の前期日程の試験を免除し，
面接試験（口頭試問），TOEFL-iBT，
平成30年度日本留学生試験の
成績等を総合して行います。

詳細は「平成31年度神
戸大学経済学部外国人特
別選抜（私費）学生募集
要項」を参照してくださ
い。
募集要項は，10月配布
予定です。

経営学部

若干名

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当するもの
（１）出入国管理及び難民認定法において，在留資格
「留学」を有する者及び取得できる見込みの者
（２）次の①～④のいずれかに該当する者で平成31年３
月31日までに18歳に達するもの
① 外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者，又
はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの，
あるいは本学部が認めたもの
② 外国において，スイス民法典に基づく財団法人で
ある国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレ
ア資格を有する者
③ 外国において，ドイツ連邦共和国の大学入学資格
として認められているアビトゥア資格を有する者
④ 外国において，フランス共和国の大学入学資格と
して認められているバカロレア資格を有する者
（３）独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成
30年度日本留学試験」において本学部が指定する次
の科目を受験している者
（注）「日本留学試験」について
① 日本語，数学，総合科目の３教科又は日本語，数
学，理科の３教科を受験してください。
② 日本語で出題された科目を受験してください。
③ 数学はコース１又はコース２のいずれを受験して
もかまいません。
④ 理科は，物理，化学，生物のうち２科目を受験し
てください。

大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査の前期日程の試験，面
接試験，平成30年度日本留学
試験（出題言語：日本語，科
目：日本語・数学（コースは
自由選択）・総合科目又は理
科（物理，化学，生物から２
科目））の成績，日本語修得
の程度及び出願書類を総合し
て行います。

詳細は「平成31年度神
戸大学経営学部私費外国
人特別学生入学者選抜要
項」を参照してください 。
出願期間
平成31年１月28日（月）
～２月６日（水）
試験期日
平成31年２月25日（月）
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◎私費外国人(留)学生特別入試
学部・学科

募集
人員

出願要件

選抜方法

備考

理学部

若干名

日本国籍を有しない者で，次のいずれかに該当し，か
つ，独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成30
年度日本留学試験（理系）」（出題言語:日本語）にお
いて，日本語270点以上，数学（コース２）120点以上，
理科（各学科が指定する２科目の合計）120点以上の成
績のもの
（１）外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者
（２）本学部において,（１）と同等以上の学力がある
と認めた者

大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査の前期日程の試験，面
接試験，平成30年度日本留学
試験の成績，出身学校長が作
成した調査書又は学業成績証
明書を総合して行います。

詳細は「平成31年度神
戸大学理学部外国人特別
学生（私費）募集要項」
を参照してください。
出願期間
平成31年１月14日（月）
～１月18日（金）
試験期日
平成31年２月25日（月）

医学部 医学科

若干名

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当するもの
（１）出入国管理及び難民認定法において，在留資格
「留学」を有する者及び取得できる見込みの者
（２）外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者
（３）独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成
30年度日本留学試験」において本学科が指定する科
目を受験している者

大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査の前期日程の試験，面
接試験，平成30年度日本留学
試験（出題言語：日本語，科
目：日本語・数学（コース
２）・理科（２科目で自由選
択））の成績を総合して行い
ます。

詳細は「平成31年度神
戸大学医学部医学科私費
外国人留学生特別入試要
項」を参照してください 。
出願期間
平成31年１月28日（月）
～２月６日（水）
試験期日
平成31年２月25日（月）
出願に際しては，医学部
医学科教務学生係へ問い
合わせてください。

医学部 保健学科

若干名

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当するもの
（１）外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者又は
これに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
（２）独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成
30年度日本留学試験」において本学科が指定する科
目を受験している者

大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査の前期日程の試験，面
接試験，平成30年度日本留学
試験（出題言語：日本語又は
英語，科目：日本語・数学
（コースは自由選択）・理科
（物理，化学及び生物から２
科目選択））の成績，日本語
の修得程度，出身学校長が作
成した調査書又は学業成績証
明書等を総合して行います。

詳細は「平成31年度学
部私費外国人留学生のた
めの特別入試要項」を参
照してください。
出願期間
平成31年１月28日（月）
～２月６日（水）
試験期日
平成31年２月25日（月）

67

― 67 ―

◎私費外国人(留)学生特別入試
学部・学科

募集
人員

出願要件

選抜方法

備考

工学部

若干名

日本国籍を有しない者で，次のすべてに該当するもの
（１）外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者又は
これに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの及び
本学部において，これと同等以上の学力があると認
めたもの
（２）独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成
30年度日本留学試験」（出題言語：日本語又は英語）
において，次の科目の点数が本学部の定めた点数以
上の者
① 日本語の点数が220点
② 数学(コース２)と理科(物理，化学及び生物から２
科目選択)の合計点数が240点

大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査の前期日程の試験，面
接試験，出身学校長が作成し
た調査書又は学業成績証明書
を総合して行います。

詳細は「平成31年度神
戸大学工学部外国人特別
学生（私費）募集要項」
を参照してください。
事前資格審査
平成31年１月上旬
出願期間
平成31年１月28日（月）
～２月６日（水）
試験期日
平成31年２月25日（月）

農学部

若干名

日本国籍を有しない者で，次のいずれかに該当し，か
つ，独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成30
年度日本留学試験」（出題言語：日本語）において，日
本語，数学（コース２），理科（物理，化学及び生物か
ら２科目選択）の各教科において60％以上の得点がある
もの
（１）外国において，学校教育における12年の課程を平
成31年３月31日までに修了又は修了見込みの者
（２）文部科学大臣の指定した者
（３）本学部において,（１）と同等以上の学力がある
と認めた者

大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査の前期日程の試験，面
接試験，平成30年度日本留学
試験の成績，出身学校長が作
成した調査書又は学業成績証
明書を総合して行います。

詳細は「平成31年度神
戸大学農学部外国人特別
学生（私費）募集要項」
を参照してください。
出願期間
平成31年１月28日（月）
～２月６日（水）
試験期日
平成31年２月25日（月）

海事科学部

若干名

日本国籍を有しない者で，修学に必要な日本語能力を
持ち，独立行政法人日本学生支援機構が実施する「平成
30年度日本留学試験」において，日本語，数学（コース
２），理科（物理・化学）の各教科において平均点以上
の得点があり，かつ，次の各号のいずれかに該当するも
の
（１）外国において，学校教育による12年の課程を平成
31年３月31日までに修了又は修了見込みの者又はこ
れに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
（２）スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロ
レア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する
者で平成31年３月31日までに18歳に達するもの
（３）ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格と
して認められているアビトゥア資格を有する者で，
平成31年３月31日までに18歳に達するもの
（４）フランス共和国において大学入学資格として認め
られているバカロレア資格を有する者で，平成31年
３月31日までに18歳に達するもの
（注）日本の国籍を有しない者でも，日本の高等学校を
卒業（見込みの者を含む）した者は一般の入学志願
者と同じ扱いとなり，この特別入試には出願できま
せんので注意してください。

大学入試センター試験を免
除し，本学が実施する個別学
力検査（数学），面接，TOEFL，
平成30年度日本留学試験（日
本語・数学（コース２）・理
科（物理・化学））の成績を
総合して行います。

詳細は「平成31年度神
戸大学海事科学部特別選
抜学生募集要項（私費外
国人留学生）」を参照し
てください。
出願期間
平成31年１月28日（月）
～２月６日（水）
試験期日
平成31年２月25日（月）
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