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志高く学び、
豊かな人生を生きる人に
神 戸 大 学は、1 9 0 2（ 明 治 3 5 ）年の開 学 以 来 、「 学 理と実 際の調 和 」という理 念を掲げ、普 遍 的

価値を有する「知」を創造するとともに、人間性豊かな指導的人材を養成することを使命として

きました。その歴 史において、文 系と理 系のバランスのとれた総 合 大 学 へと発 展しており、国 立

大 学の機 能 強 化 三 類 型においては「 世 界 最 高 水 準の教 育 研 究 」を行う大 学に名 乗りをあげ

て、世界と競うグローバルな大学を目指しています。

教育については、先端研究の臨場感の中で創造性と学識を深めることで地球的諸課題の解決

にリーダーシップを発 揮できる人 材の養 成を目標としており、その一 環として2 0 1 9（ 平 成 3 1 ）年

度入試より「『志』特別入試」をスタートさせています。グローバル教育プログラムの充実にも取り

組んでおり、学生の皆さんが世界に視野を広げるさまざまな機会を準備しています。

海あり、山あり、街あり、そして進 取の気 風に富む神 戸で充 実した学 生 生 活を送り、グローバル

時代に豊かな人生を切り拓く力を培っていきましょう。

神戸大学長  武 田　廣
T a k e d a  H i r o s h i
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大学長インタビュー特集 Initiative for Excellence 卓越研究のイニシアティブを

国際性とチャレンジ精神が
自らの可能性を広げる

―神戸大学の特色について教えてください。

文系・理系の枠にとらわれず、先端研究を推進

する総合大学であることです。

本学のルーツとされる社会科学系の学部は、「東

の一橋、西の神戸」と称される伝統と実績を備え

た名門です。そこに、ユニークな研究を実践する

自然科学系の学部が加わり、10 の学部と 15 の

研究科を擁する総合大学へと発展しました。各

分野のトップクラスの先生の講義を受講し、幅

広い学識と創造性を深めることができます。

また、静かな山間から海を臨むロケーション、ア

カデミックな雰囲気あふれるキャンパスに学生

も先生も愛着を感じています。学ぶ環境として

申し分なく、これも神戸大学の魅力のひとつと

いえるでしょう。

―「文理融合」と「分野横断」の教育・研究の取組

について教えてください。

ひとたび実社会に出れば、「文系だから統計のこ

とはわかりません」「理系だから人文分野は不得

手です」という主張は通用しません。第四次産業

革命が進行する中、数学、統計学、情報科学を基

礎とし、AI、ビッグデータ、IoT を活用して諸問題

を解決する「データサイエンス」のニーズは高ま

り続けています。

2017（平成 29）年 12 月、文理融合の推進を目的

とする「数理・データサイエンスセンター」を立

ち上げました。学部の垣根を超えた学生が、数

理・データサイエンスの基礎とリテラシーを学

んでいます。

「科学技術イノベーション研究科」は、2016（平

成 28）年 4 月に日本初の文理融合型の独立大学

院（修士課程）としてスタートし、2018（平成

30）年 4 月には博士課程後期課程を設置しまし

た。優れた技術をもつ理系の先生と、経営分野に

秀でた文系の先生によるコラボレーションが、

日本の産業が弱いとされるイノベーションに強

い人材の輩出を可能にすると考えたことがきっ

かけで誕生したものです。4 つの自然科学分野

を基軸にアントレプレナーシップ分野の講義も

展開し、戦略的企業家精神を備えた理系の学生

を育成しています。既に 5 社のベンチャー企業

が発足しました。ベンチャー企業がもたらす利

益が大学に還元されると、教育と研究を推進す

る好循環が生まれ、さらに“自立した大学”の第一

歩につながるものと期待しています。

―国際都市・神戸に立地する大学として、大学

創設以来、「国際性」も特色となっています。

「グローバル・ハブ・キャンパス」の機能を高め

るために、各部局で特徴のあるグローバル教育

システムを開設しています。年間の講義は「2 学

期クォーター制」を採用し、前期と後期それぞれ

を半分に分けることで、学生が留学や海外教育

プログラムに参加しやすいようにしています。

2017（平成 29）年 4 月に開設された国際人間科

学部では、海外留学や研修への参加を必修とする

実践型教育プログラム「グローバル・スタディー

ズ・プログラム」を実施しています。異国の地な

らではの見聞を広める一方で、文化の摩擦や差別

を感じることもあるでしょう。新型コロナウイル

スの流行は、グローバリゼーションにはリスクを

伴うことを知る機会になりました。経験のすべて

を糧にし、課題意識をもちながら国際性を身につ

けていただきたいと思います。

また、本学は EU（欧州連合）の首都であるベ

ルギーのブリュッセルにオフィスを設置し

た最初の大学です。独自に開発した学位プロ

グラム「EU エキスパート人材養成プログラム

（KUPES*）」により、国際文化・国際人間科学・

法・経済の 3 学部・研究科の学生が、EU に関し

てそれぞれの専門分野と学際的観点から多面的

かつ体系的に学んでいます。

＊Kobe University Programme for European Studies

―2019（平成 31）年度より、「志」特別入試がス

タートしました。

点数によって合否が決定される入試は公平なシ

ステムである一方で、大学の序列や閉塞感を生

み出す側面もあります。そこに喝を入れるため

に導入したのが「志」特別入試です。

「神戸大学でこんな勉強がしたい」という「志」を

最重要視し、大学入学共通テストは課しません。

志望理由、高校時代の活動歴、基礎学力の評価、

面接を実施し、専門分野に関わる適性や学力を

総合的に評価します。2019 年度は 31 名、2020

年度は 29 名の志高く、おもしろい個性をもつ学

生が合格を果たしました。将来は入学者の 1 割

程度に増やすことを視野に入れています。

―研究面での成果などのトピックスがあれば教

えてください。

神戸大学は「学理と実際の調和」を理念とし、進

取と自由の精神がみなぎる学府として、各部局

で専門性を活かした新しい研究、取組を次々と

実践しています。

海事科学部では、所有する船を活用した海洋・

海底探査の実現化に向け、新学部の設置計画申

請中です。また、文理融合の一環として、これま

で欧米諸国が主導してきた海洋法について提言

できる人材の育成を図りたいと考えています。

数理・データサイエンスセンターでは、マイク

ロ波を使用した画期的な乳がん検査装置が考案

され、2020 年中に商品化を予定しています。

2020（令和 2）年 4 月、「価値」をキーワードに、

分野横断的な研究・教育・社会貢献のプラット

フォームを実現することを目指す組織として、

神戸大学バリュースクール（通称「V.School」）を

設置しました。アメリカでは GAFA（グーグル、

アップル 、フェイスブック、アマゾン）が、斬新な

発想を起点とするビジネスで成功しています。

神戸大学からも、土台からひっくり返すような

発想力や、価値に基づく提案力をビジネスに昇

華する人材を輩出したいと考えています。六甲

台第 2 キャンパス内の眺望館 1 階にある

V.School の場は、本学の工学研究科建築学専攻

の学生がデザインしたものです。

―神戸大学が育成を目指す人材像について教え

てください。

本学では、自ら地球的課題を発見し、その解決に

リーダーシップを発揮できる人材を育成するた

めに、全学部生が卒業時に身につけるべき 3 つ

の能力「神戸スタンダード」を定めています。1・

2 年生は主に基礎教養科目と総合教養科目を、

1・2 年生だけでなく専門分野を学んだ高学年

を対象に高度教養科目を設け、神戸スタンダー

ドの 3 つの柱である「複眼的に思考する能力」

「多様性と地球的課題を理解する能力」「協働し

て実践する能力」を養います。

目まぐるしく変貌し、多様化が進む社会を、広く

浅い知識とコミュニケーション力だけで乗り切

るのは困難です。神戸スタンダードによる基礎

学力と専門的な能力を土台にし、そこから視野

を広げましょう。卒業後も、あらゆる状況に果敢

に挑戦する人材へ成長することを期待していま

す。

―神戸大学を目指す学生にメッセージをお願い

します。

新型コロナウイルスの感染拡大は、私たち人類

に「不測の事態に遭遇する現実」を突き付けてき

ました。そして、問題が生じた以上、生命や社会

を維持するには解決策が必要です。感染症を例

にとれば、医学的にウイルスに立ち向かう、社会

学の視点からアプローチを試みる、あるいは政

治面での対応を考察することもできます。社会

全体と社会を構成する一人ひとりのチャレンジ

精神や、問題解決のための役割が問われている

といえるでしょう。皆さんは、勉強したことがい

くらでも頭に入る若者です。日頃から問題を発

見し、考え、挑戦する習慣をつけましょう。神戸

大学で大いに学び、たくましく生き抜く力をつ

けてほしいと願っています。

高い志をもって視野を広げ、
今取り組むべき課題に
挑もう

地球的課題を
解決する力を培う
神戸大学の
文理融合の学び
1902（明治35）年に開学し、
117年の歴史を刻んできた神戸大学。
国際性豊かで、幅広い分野にまたがる
教育研究組織を擁するキャンパスで学ぶ
魅力を、武田廣学長が語ります。
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システムを開設しています。年間の講義は「2 学

期クォーター制」を採用し、前期と後期それぞれ

を半分に分けることで、学生が留学や海外教育

プログラムに参加しやすいようにしています。

2017（平成 29）年 4 月に開設された国際人間科

学部では、海外留学や研修への参加を必修とする

実践型教育プログラム「グローバル・スタディー

ズ・プログラム」を実施しています。異国の地な

らではの見聞を広める一方で、文化の摩擦や差別

を感じることもあるでしょう。新型コロナウイル

スの流行は、グローバリゼーションにはリスクを

伴うことを知る機会になりました。経験のすべて

を糧にし、課題意識をもちながら国際性を身につ

けていただきたいと思います。

また、本学は EU（欧州連合）の首都であるベ

ルギーのブリュッセルにオフィスを設置し

た最初の大学です。独自に開発した学位プロ

グラム「EU エキスパート人材養成プログラム

（KUPES*）」により、国際文化・国際人間科学・

法・経済の 3 学部・研究科の学生が、EU に関し

てそれぞれの専門分野と学際的観点から多面的

かつ体系的に学んでいます。

＊Kobe University Programme for European Studies

―2019（平成 31）年度より、「志」特別入試がス

タートしました。

点数によって合否が決定される入試は公平なシ

ステムである一方で、大学の序列や閉塞感を生

み出す側面もあります。そこに喝を入れるため

に導入したのが「志」特別入試です。

「神戸大学でこんな勉強がしたい」という「志」を

最重要視し、大学入学共通テストは課しません。

志望理由、高校時代の活動歴、基礎学力の評価、

面接を実施し、専門分野に関わる適性や学力を

総合的に評価します。2019 年度は 31 名、2020

年度は 29 名の志高く、おもしろい個性をもつ学

生が合格を果たしました。将来は入学者の 1 割

程度に増やすことを視野に入れています。

―研究面での成果などのトピックスがあれば教

えてください。

神戸大学は「学理と実際の調和」を理念とし、進

取と自由の精神がみなぎる学府として、各部局

で専門性を活かした新しい研究、取組を次々と

実践しています。

海事科学部では、所有する船を活用した海洋・

海底探査の実現化に向け、新学部の設置計画申

請中です。また、文理融合の一環として、これま

で欧米諸国が主導してきた海洋法について提言

できる人材の育成を図りたいと考えています。

数理・データサイエンスセンターでは、マイク

ロ波を使用した画期的な乳がん検査装置が考案

され、2020 年中に商品化を予定しています。

2020（令和 2）年 4 月、「価値」をキーワードに、

分野横断的な研究・教育・社会貢献のプラット

フォームを実現することを目指す組織として、

神戸大学バリュースクール（通称「V.School」）を

設置しました。アメリカでは GAFA（グーグル、

アップル 、フェイスブック、アマゾン）が、斬新な

発想を起点とするビジネスで成功しています。

神戸大学からも、土台からひっくり返すような

発想力や、価値に基づく提案力をビジネスに昇

華する人材を輩出したいと考えています。六甲

台第 2 キャンパス内の眺望館 1 階にある

V.School の場は、本学の工学研究科建築学専攻

の学生がデザインしたものです。

―神戸大学が育成を目指す人材像について教え

てください。

本学では、自ら地球的課題を発見し、その解決に

リーダーシップを発揮できる人材を育成するた

めに、全学部生が卒業時に身につけるべき 3 つ

の能力「神戸スタンダード」を定めています。1・

2 年生は主に基礎教養科目と総合教養科目を、

1・2 年生だけでなく専門分野を学んだ高学年

を対象に高度教養科目を設け、神戸スタンダー

ドの 3 つの柱である「複眼的に思考する能力」

「多様性と地球的課題を理解する能力」「協働し

て実践する能力」を養います。

目まぐるしく変貌し、多様化が進む社会を、広く

浅い知識とコミュニケーション力だけで乗り切

るのは困難です。神戸スタンダードによる基礎

学力と専門的な能力を土台にし、そこから視野

を広げましょう。卒業後も、あらゆる状況に果敢

に挑戦する人材へ成長することを期待していま

す。

―神戸大学を目指す学生にメッセージをお願い

します。

新型コロナウイルスの感染拡大は、私たち人類

に「不測の事態に遭遇する現実」を突き付けてき

ました。そして、問題が生じた以上、生命や社会

を維持するには解決策が必要です。感染症を例

にとれば、医学的にウイルスに立ち向かう、社会

学の視点からアプローチを試みる、あるいは政

治面での対応を考察することもできます。社会

全体と社会を構成する一人ひとりのチャレンジ

精神や、問題解決のための役割が問われている

といえるでしょう。皆さんは、勉強したことがい

くらでも頭に入る若者です。日頃から問題を発

見し、考え、挑戦する習慣をつけましょう。神戸

大学で大いに学び、たくましく生き抜く力をつ

けてほしいと願っています。

高い志をもって視野を広げ、
今取り組むべき課題に
挑もう

地球的課題を
解決する力を培う
神戸大学の
文理融合の学び
1902（明治35）年に開学し、
117年の歴史を刻んできた神戸大学。
国際性豊かで、幅広い分野にまたがる
教育研究組織を擁するキャンパスで学ぶ
魅力を、武田廣学長が語ります。
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キャンパスマップ
Campus Map

六甲台地区
文学部 人文学研究科

国際人間科学部
国際文化学研究科

人間発達環境学研究科
法学部 法学研究科

経済学部 経済学研究科
経営学部 経営学研究科

理学部 理学研究科
工学部 工学研究科 システム情報学研究科

農学部 農学研究科
国際協力研究科

科学技術イノベーション研究科

文学部
理学部
農学部

法学部
経済学部
経営学部

国際人間科学部
（発達コミュニティ学科・環境共生学科・子ども教育学科）

国際人間科学部
（グローバル文化学科）

工学部

●交通案内
①六甲台第1キャンパスへは、JR「六甲道」駅、阪急電鉄「六甲」

駅、阪神電車「御影」駅から神戸市バス36系統に乗車、「神
大正門前」下車

②六甲台第2キャンパスへは、JR「六甲道」駅、阪急電鉄「六甲」
駅、阪神電車「御影」駅から神戸市バス36系統に乗車、「神
大文理農学部前」または「神大本部工学部前」下車

③鶴甲第1キャンパスへは、JR「六甲道」駅、阪急電鉄「六甲」
駅、阪神電車「御影」駅から神戸市バス16・106系統に乗
車、「神大国際文化学研究科前」下車

④鶴甲第2キャンパスへはJR「六甲道」駅、阪急電鉄「六甲」駅、
阪神電車「御影」駅から神戸市バス36系統に乗車、「神大人
間発達環境学研究科前」下車

⑤上記の各駅からタクシー約10～20分程度
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三ノ宮
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ー

阪神電車

山陽電鉄

神
戸
電
鉄

JR東海道本線

JR山陽本線

六甲台キャンパス

御影
神戸

名谷

新開地 高速神戸

大倉山

新長田

六甲

六甲道 住吉

深江

楠キャンパス
名谷

キャンパス

深江キャンパス

新神戸
神戸市営地下鉄

■六甲台第1キャンパス
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町2-1　
　社会科学系フロンティア館
　（計算社会科学研究センター）
　社会科学系図書館
　六甲台第二学舎（法学研究科・法学部）
　経済経営研究所 （兼松記念館）
　出光佐三記念六甲台講堂
　六甲台第五学舎（国際協力研究科）
　六甲台本館（経済学研究科・経済学部、
　経営学研究科・経営学部）
　社会科学系アカデミア館
　（放送大学兵庫学習センター）
　模擬法廷棟「ラ・クール」

■六甲台第2キャンパス
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1　
　本部 （事務局、保健管理センター）
　研究基盤センター（機器分析部門）
　都市安全研究センター
　工学研究科・工学部学舎
　自然科学系図書館
　自然科学総合研究棟3号館
　先端膜工学研究拠点
　システム情報学研究科
　連携創造本部
　自然科学総合研究棟1号館
　（科学技術イノベーション研究科、先端融合
　 研究環（自然科学・生命医学系融合研究拠点））
　研究基盤センター（アイソトープ部門）
　バイオシグナル総合研究センター
　農学研究科・農学部学舎
　人文学研究科・文学部学舎　

　人文学研究科棟、人文科学図書館
　情報基盤センター（本館）
　理学研究科・理学部学舎
　研究基盤センター（極低温部門）
　山口誓子記念館
　神戸大学百年記念館（神大会館）、国際教育総合センター留学生教育部門（KISC）
　瀧川記念学術交流会館
　眺望館
　自然科学総合研究棟2号館
　自然科学総合研究棟4号館

■鶴甲第1キャンパス
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1　
　国際人間科学部・国際文化学研究科学舎
　国際コミュニケーションセンター
　学生センター
　総合・国際文化学図書館、キャリアセンター、キャンパスライフ支援センター
　大学教育推進機構
　国際教養教育院実験棟
　大学教育推進機構
　国際教養教育院大・中講義棟
　大学教育推進機構
　国際教養教育院講義棟
　大学教育推進機構
　国際教養教育院
　化学実験室
　学生会館

➡
➡
➡ ➡ ➡ ➡➡

➡➡ ➡ ➡ ➡ ➡

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

六甲
阪急電鉄至神戸三宮 至大阪梅田➡

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

鶴甲
第1キャンパス

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

六甲台南口
神大文理農学部前

六甲台北
神大人間発達環境学研究科前

六甲団地前

六甲台

神大本部工学部前

神大国際文化学研究科前

■鶴甲第2キャンパス
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲3-11　
　国際人間科学部・人間発達環境学研究科学舎
　発達支援インスティテュート、人間科学図書館

…バス停

N

神戸大学に住み着いているイノシシの子ども「うり坊」。スイーツが大好きで、趣味はお菓子作り。
おしゃれも好きだけど、お菓子作りの最中についつまみ食いをしてしまって、ダイエットに励んでいます。
好奇心旺盛で、神戸大生のキャンパスライフに興味津 ！々

神戸大学の公式マスコットキャラクター 「神大うりぼー」です！
ⒸKobe University

鶴甲第２

鶴甲第１

六甲台第１

六甲台第２

神大正門前
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キャンパスマップ
Campus Map

六甲台地区
文学部 人文学研究科

国際人間科学部
国際文化学研究科

人間発達環境学研究科
法学部 法学研究科

経済学部 経済学研究科
経営学部 経営学研究科

理学部 理学研究科
工学部 工学研究科 システム情報学研究科

農学部 農学研究科
国際協力研究科

科学技術イノベーション研究科

文学部
理学部
農学部

法学部
経済学部
経営学部

国際人間科学部
（発達コミュニティ学科・環境共生学科・子ども教育学科）

国際人間科学部
（グローバル文化学科）

工学部

●交通案内
①六甲台第1キャンパスへは、JR「六甲道」駅、阪急電鉄「六甲」

駅、阪神電車「御影」駅から神戸市バス36系統に乗車、「神
大正門前」下車

②六甲台第2キャンパスへは、JR「六甲道」駅、阪急電鉄「六甲」
駅、阪神電車「御影」駅から神戸市バス36系統に乗車、「神
大文理農学部前」または「神大本部工学部前」下車

③鶴甲第1キャンパスへは、JR「六甲道」駅、阪急電鉄「六甲」
駅、阪神電車「御影」駅から神戸市バス16・106系統に乗
車、「神大国際文化学研究科前」下車

④鶴甲第2キャンパスへはJR「六甲道」駅、阪急電鉄「六甲」駅、
阪神電車「御影」駅から神戸市バス36系統に乗車、「神大人
間発達環境学研究科前」下車

⑤上記の各駅からタクシー約10～20分程度
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JR新幹線 至新大阪
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至姫路

至
鈴
蘭
台

至姫路
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神
戸
電
鉄

JR東海道本線

JR山陽本線

六甲台キャンパス

御影
神戸

名谷

新開地 高速神戸

大倉山

新長田

六甲

六甲道 住吉

深江

楠キャンパス
名谷

キャンパス

深江キャンパス

新神戸
神戸市営地下鉄

■六甲台第1キャンパス
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町2-1　
　社会科学系フロンティア館
　（計算社会科学研究センター）
　社会科学系図書館
　六甲台第二学舎（法学研究科・法学部）
　経済経営研究所 （兼松記念館）
　出光佐三記念六甲台講堂
　六甲台第五学舎（国際協力研究科）
　六甲台本館（経済学研究科・経済学部、
　経営学研究科・経営学部）
　社会科学系アカデミア館
　（放送大学兵庫学習センター）
　模擬法廷棟「ラ・クール」

■六甲台第2キャンパス
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1　
　本部 （事務局、保健管理センター）
　研究基盤センター（機器分析部門）
　都市安全研究センター
　工学研究科・工学部学舎
　自然科学系図書館
　自然科学総合研究棟3号館
　先端膜工学研究拠点
　システム情報学研究科
　連携創造本部
　自然科学総合研究棟1号館
　（科学技術イノベーション研究科、先端融合
　 研究環（自然科学・生命医学系融合研究拠点））
　研究基盤センター（アイソトープ部門）
　バイオシグナル総合研究センター
　農学研究科・農学部学舎
　人文学研究科・文学部学舎　

　人文学研究科棟、人文科学図書館
　情報基盤センター（本館）
　理学研究科・理学部学舎
　研究基盤センター（極低温部門）
　山口誓子記念館
　神戸大学百年記念館（神大会館）、国際教育総合センター留学生教育部門（KISC）
　瀧川記念学術交流会館
　眺望館
　自然科学総合研究棟2号館
　自然科学総合研究棟4号館

■鶴甲第1キャンパス
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1　
　国際人間科学部・国際文化学研究科学舎
　国際コミュニケーションセンター
　学生センター
　総合・国際文化学図書館、キャリアセンター、キャンパスライフ支援センター
　大学教育推進機構
　国際教養教育院実験棟
　大学教育推進機構
　国際教養教育院大・中講義棟
　大学教育推進機構
　国際教養教育院講義棟
　大学教育推進機構
　国際教養教育院
　化学実験室
　学生会館

➡
➡
➡ ➡ ➡ ➡➡

➡➡ ➡ ➡ ➡ ➡

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

六甲
阪急電鉄至神戸三宮 至大阪梅田➡

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

鶴甲
第1キャンパス

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

六甲台南口
神大文理農学部前

六甲台北
神大人間発達環境学研究科前

六甲団地前

六甲台

神大本部工学部前

神大国際文化学研究科前

■鶴甲第2キャンパス
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲3-11　
　国際人間科学部・人間発達環境学研究科学舎
　発達支援インスティテュート、人間科学図書館

…バス停

N

神戸大学に住み着いているイノシシの子ども「うり坊」。スイーツが大好きで、趣味はお菓子作り。
おしゃれも好きだけど、お菓子作りの最中についつまみ食いをしてしまって、ダイエットに励んでいます。
好奇心旺盛で、神戸大生のキャンパスライフに興味津 ！々

神戸大学の公式マスコットキャラクター 「神大うりぼー」です！
ⒸKobe University

鶴甲第２

鶴甲第１

六甲台第１

六甲台第２
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医学部附属病院

医学部附属病院

キャンパスマップ
Campus Map

楠地区
医学部医学科 医学研究科

科学技術イノベーション研究科

〒650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-1　●医学部医学科および医学部附属病院

●交通案内
①神戸市営地下鉄「大倉山」駅から、徒歩５分
②JR「神戸」駅および「高速神戸」駅から、
　徒歩１５分
③JR「神戸」駅から、神戸市バス９・110または
　112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
⑤JR「新神戸」駅から、タクシー約１０分

名谷地区
（医学部保健学科 保健学研究科）

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘7丁目10-2
●医学部保健学科

●交通案内
《保健学科》
①神戸市営地下鉄「名谷」駅から、徒歩15分
②神戸市営地下鉄「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3分

医学部保健学科
保健学研究科

名谷

地下鉄西神
山手線

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡ ➡

➡ ➡
➡➡

➡ ➡

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

深江地区
（海事科学部＊ 海事科学研究科）

〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1
●海事科学部＊

●交通案内
《海事科学部》
①阪神電車「深江」駅から、徒歩10分
②JR「甲南山手」駅から、徒歩20分
③阪急電鉄「岡本」駅およびJR「摂津本山」駅下

車、「JR本山駅前」から神戸市バス43系統に乗
車、「神戸大学海事科学部前」下車

④JR「芦屋」駅から、タクシー約10分

＊神戸大学は、令和3年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策
科学部（仮称）』を設置する予定です。（設置計画申請中）

阪神電車

国道43号線

至神戸三宮 至梅田➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

➡➡➡➡➡➡

深江

海事科学部
海事科学研究科

神戸三宮
三ノ宮

阪急電鉄

JR新幹線 至新大阪

至大阪梅田

至大阪

至大阪梅田

至姫路

至
鈴
蘭
台

至姫路

至姫路

至神戸空港 至六甲アイランド

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

六
甲
ラ
イ
ナ
ー

阪神電車

山陽電鉄

神
戸
電
鉄

JR東海道本線

JR山陽本線
御影

神戸

名谷

新開地 高速神戸

大倉山

新長田

六甲

六甲道 住吉

深江

新神戸
神戸市営地下鉄

大
倉

山

神戸市営
地下鉄

有馬街道

至三宮・
新神戸

医学部医学科
医学研究科

医学部附属
地域医療
活性化センター

医学部附属病院

➡
➡
➡
➡
➡
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

N

N
N

至学園都市・名谷

ⒸKobe University Hospital

六甲台キャンパス

楠キャンパス
名谷

キャンパス

深江キャンパス

くすのき
なな姫

くすのき
まーくん

くーちゃん

神戸大学医学部附属病院マスコット
くすのきファミリー
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医学部附属病院

医学部附属病院

キャンパスマップ
Campus Map

楠地区
医学部医学科 医学研究科

科学技術イノベーション研究科

〒650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5-1　●医学部医学科および医学部附属病院

●交通案内
①神戸市営地下鉄「大倉山」駅から、徒歩５分
②JR「神戸」駅および「高速神戸」駅から、
　徒歩１５分
③JR「神戸」駅から、神戸市バス９・110または
　112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
⑤JR「新神戸」駅から、タクシー約１０分

名谷地区
（医学部保健学科 保健学研究科）

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘7丁目10-2
●医学部保健学科

●交通案内
《保健学科》
①神戸市営地下鉄「名谷」駅から、徒歩15分
②神戸市営地下鉄「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3分

医学部保健学科
保健学研究科

名谷

地下鉄西神
山手線

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡ ➡

➡ ➡
➡➡

➡ ➡

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

深江地区
（海事科学部＊ 海事科学研究科）

〒658-0022 神戸市東灘区深江南町5丁目1-1
●海事科学部＊

●交通案内
《海事科学部》
①阪神電車「深江」駅から、徒歩10分
②JR「甲南山手」駅から、徒歩20分
③阪急電鉄「岡本」駅およびJR「摂津本山」駅下

車、「JR本山駅前」から神戸市バス43系統に乗
車、「神戸大学海事科学部前」下車

④JR「芦屋」駅から、タクシー約10分

＊神戸大学は、令和3年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策
科学部（仮称）』を設置する予定です。（設置計画申請中）

阪神電車

国道43号線

至神戸三宮 至梅田➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

➡➡➡➡➡➡

深江

海事科学部
海事科学研究科

神戸三宮
三ノ宮

阪急電鉄

JR新幹線 至新大阪

至大阪梅田

至大阪

至大阪梅田

至姫路

至
鈴
蘭
台

至姫路

至姫路

至神戸空港 至六甲アイランド

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

六
甲
ラ
イ
ナ
ー

阪神電車

山陽電鉄

神
戸
電
鉄

JR東海道本線

JR山陽本線
御影

神戸

名谷

新開地 高速神戸

大倉山

新長田

六甲

六甲道 住吉

深江

新神戸
神戸市営地下鉄

大
倉

山

神戸市営
地下鉄

有馬街道

至三宮・
新神戸

医学部医学科
医学研究科

医学部附属
地域医療
活性化センター

医学部附属病院

➡
➡
➡
➡
➡
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

N

N
N

至学園都市・名谷

ⒸKobe University Hospital

六甲台キャンパス

楠キャンパス
名谷

キャンパス

深江キャンパス

くすのき
なな姫

くすのき
まーくん
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神戸大学医学部附属病院マスコット
くすのきファミリー
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沿革図

神 戸 大 学 の 歴 史
History of Kobe University

神戸高等工業学校は昭和19年に神戸工業専門学校となる。

工学部

兵庫県立農科大学は昭和27年に兵庫県立兵庫農科大学となる。

農学部

神戸高等工業学校 大正10年

医学部・医学部附属病院

神戸病院は、兵庫県立医学専門学校の設置に伴い同校の附属医院と
なる。兵庫県立医学専門学校は兵庫県立医科大学（昭和21年）、兵庫
県立神戸医科大学（昭和27年）となる。

海事科学部

私立川崎商船学校 大正6年

川崎商船学校は大正9年に神戸高等商船学校に昇格。昭和20年に
東京と清水（静岡県）にあった高等商船学校と統合されてその分校となり、
同時に海技専門学院が設置された。昭和27年に神戸商船大学となる。

神戸高等工業学校では、電気科と機械科とが
共同で電気自動車の研究と開発を行っていた。
同校の電気自動車は、1回の充電による走行距離
が当時としては比較的長く（約90km）、しかも速力
が速いことを特徴としており、1920年代半ばに
は試作車が時速約60kmで走行したとの記録
が残っている。現在、ハイブリッド車など電気エネ
ルギーを利用した自動車への評価が再び高まっ
ていることを考えると、この当時の研究がいかに
先駆的であったかが理解できよう。

神戸病院には明治15年に神戸医学校が付設
された（明治21年廃止）。東京大学医学部で
最新の医学を修めた医師や外国人医師が教鞭
をとり、主に地域医療を担う人材育成を行った。
右は明治18年当時同校に在籍していた生徒が
まとめた講義筆記ノートである。医学士杉田雄が
口述した外科各論の講義が図入りで丁寧にまとめ
られており、当時の医学生の勤勉さを示している。

兵庫県立農科大学 昭和24年

神戸病院 明治2年

兵庫県立医学専門学校 昭和19年

兵庫農科大学では、発展途上国の農業及び農
業経営開発に取り組んでいた。その最初の取り
組みが昭和32年のカンボジア農業学術調査で
ある。栽培学と移民学を専門とする2人の助教授
がオート三輪を駆使して3ヶ月に渡って現地調査
を行い、動植物から民具に至るまで多数の標本
を持ち帰った。標本はその後分担して研究され、
2冊の調査報告書にまとめられた。

神戸高等商船学校では、航海士と機関士の養成
が行われ、実習用の帆船練習船（補助機関として
蒸気レシプロエンジンを搭載）として、大正13年
に進徳丸が就航した。進徳丸は学生を乗せて
主に太平洋周辺の国々への遠洋航海実習に従事
した。戦時中、帆装を解いて汽船となり石炭輸送
に従事していた同船を悲劇が襲った。昭和20年
7月に瀬戸内海で米軍の爆撃を受け座礁・炎上
したのだ。戦後、進徳丸は大修理を経て再びよみ
がえり、航海訓練所の練習船として昭和38年
まで現役を務めた。神戸大学海事科学部では、
現在練習船深江丸が活躍している。

Kobe University10

神戸大学の
創立の起点

1929（昭和4）

神戸高等商業学校

神戸高等工業学校

神
戸
大
学

1949（昭和24）年当初【 6 学部】

①文理学部
文学部
理学部

②教育学部 発達科学部
③法  学  部

④経済学部

⑤経営学部

⑥工  学  部

教養課程
⑦（御影分校）
⑧（姫路分校）

教養部 国際文化学部

医学部

（医学部附属看護学校） （医学部保健学科）

農学部

海事科学部

1921（大正10）

1923（大正12）

1902（明治35）

兵庫県立神戸医科大学

1954（昭和29）

1992（平成4）

1992（平成4）1963（昭和38）

1964（昭和39）

1966（昭和41）

1967（昭和42） 1994（平成6）

2003（平成15）

兵庫県立医学専門学校
1944（昭和19） 1952（昭和27）

1952（昭和27）

兵庫県立兵庫農科大学
1959（昭和34）

兵庫県立厚生女子専門学院
1952（昭和27）

神戸商船大学神戸高等商船学校
1920（大正9） 高等商船学校神戸分校、

海技専門学院

1945（昭和20）

1936（昭和11）

兵庫県師範学校

1935（昭和10）

兵庫県立青年学校
教員養成所

姫 路 高 等 学 校

神 戸 商 業 大 学

兵庫県明石女子師範学校
1902（明治35）

神戸経済大学附属
経営学専門部

1946（昭和21）

神戸商業大学予科
1940（昭和15）

兵庫県立医科大学
1946（昭和21）

兵庫県立農学校
甲種別科

1919（大正8）

神戸病院附属医学所
1876（明治9）

兵庫県立農科大学
1949（昭和24）

兵庫県立医科大学附属高等看護学院
1949（昭和24）

私立川崎商船学校
1917（大正6）

兵庫県師範伝習所
（後の兵庫県御影師範学校）

1874（明治7）

1869（明治2）

神 戸 病 院
1882（明治15）

兵庫県立神戸病院

1882（明治15）

兵庫県立神戸医学校
1888（明治21）廃止

1944（昭和19）

兵庫県立医学専門学校附属医院 兵庫県立神戸医科大学附属病院
1952（昭和27）

兵庫県立医科大学附属医院
1946（昭和21）

1967（昭和42）医学部附属病院

国際人間科学部
2017（平成29）

③
④
⑤
①
⑦

⑤

①
⑧

⑥

②

1944（昭和19）

神 戸 経 済 大 学

神戸大学への包括校（7 校）

1944（昭和19）

神戸経済大学予科

神戸経済大学附属
経営学専門部

姫 路 高 等 学 校
1944（昭和19）

神戸工業専門学校

1943（昭和18）

兵 庫 師 範 学 校

②
1944（昭和19）

兵庫青年師範学校

兵庫県第二師範学校
（後の兵庫県姫路師範学校）

1900（明治33）

（中略）

（中略）

2020（令和2）年現在【10 学 部】

神戸大学は、1902（明治35）年設置の旧制官立神戸高等商業学校（通称「神戸高商」）を創立の起点として、118年もの

長い歴史があります。

1949（昭和24）年には、旧制官立高等教育機関7校を包括して、兵庫県で唯一の国立総合大学として新制「神戸大学」

が誕生しました。当初は、6学部、1研究所で出発しましたが、現在は、10学部、15大学院研究科、1研究環、1研究所、1病

院、4附属学校と多数のセンター等を有する全国有数の総合大学の威容を誇ります。

国際港湾都市・神戸にキャンパスを構える神戸大学は、開放的で国際性に富む固有の文化の下、神戸高商時代から

の伝統である「真摯（しんし）・自由・協同」の精神と「学理と実際の調和」の理念を大切にしながら、現代及び未来社会

の課題を解決するための新たな価値の創造に挑戦し続けています。

「真摯・自由・協同」を掲げて

神戸高等商業学校時代の
菊水の徽章

（中略）

（中略）

（中略）

（中略）

（中略）

神戸高等商業学校の正門　1916（大正5）年頃 神戸大学の正門　1954（昭和29）年頃

1949（昭和24）

神戸大学の正門　2020（令和2）年　現在神戸大学の正門　2020（令和2）年　現在
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沿革図

神 戸 大 学 の 歴 史
History of Kobe University

神戸高等工業学校は昭和19年に神戸工業専門学校となる。

工学部

兵庫県立農科大学は昭和27年に兵庫県立兵庫農科大学となる。

農学部

神戸高等工業学校 大正10年

医学部・医学部附属病院

神戸病院は、兵庫県立医学専門学校の設置に伴い同校の附属医院と
なる。兵庫県立医学専門学校は兵庫県立医科大学（昭和21年）、兵庫
県立神戸医科大学（昭和27年）となる。

海事科学部

私立川崎商船学校 大正6年

川崎商船学校は大正9年に神戸高等商船学校に昇格。昭和20年に
東京と清水（静岡県）にあった高等商船学校と統合されてその分校となり、
同時に海技専門学院が設置された。昭和27年に神戸商船大学となる。

神戸高等工業学校では、電気科と機械科とが
共同で電気自動車の研究と開発を行っていた。
同校の電気自動車は、1回の充電による走行距離
が当時としては比較的長く（約90km）、しかも速力
が速いことを特徴としており、1920年代半ばに
は試作車が時速約60kmで走行したとの記録
が残っている。現在、ハイブリッド車など電気エネ
ルギーを利用した自動車への評価が再び高まっ
ていることを考えると、この当時の研究がいかに
先駆的であったかが理解できよう。

神戸病院には明治15年に神戸医学校が付設
された（明治21年廃止）。東京大学医学部で
最新の医学を修めた医師や外国人医師が教鞭
をとり、主に地域医療を担う人材育成を行った。
右は明治18年当時同校に在籍していた生徒が
まとめた講義筆記ノートである。医学士杉田雄が
口述した外科各論の講義が図入りで丁寧にまとめ
られており、当時の医学生の勤勉さを示している。

兵庫県立農科大学 昭和24年

神戸病院 明治2年

兵庫県立医学専門学校 昭和19年

兵庫農科大学では、発展途上国の農業及び農
業経営開発に取り組んでいた。その最初の取り
組みが昭和32年のカンボジア農業学術調査で
ある。栽培学と移民学を専門とする2人の助教授
がオート三輪を駆使して3ヶ月に渡って現地調査
を行い、動植物から民具に至るまで多数の標本
を持ち帰った。標本はその後分担して研究され、
2冊の調査報告書にまとめられた。

神戸高等商船学校では、航海士と機関士の養成
が行われ、実習用の帆船練習船（補助機関として
蒸気レシプロエンジンを搭載）として、大正13年
に進徳丸が就航した。進徳丸は学生を乗せて
主に太平洋周辺の国々への遠洋航海実習に従事
した。戦時中、帆装を解いて汽船となり石炭輸送
に従事していた同船を悲劇が襲った。昭和20年
7月に瀬戸内海で米軍の爆撃を受け座礁・炎上
したのだ。戦後、進徳丸は大修理を経て再びよみ
がえり、航海訓練所の練習船として昭和38年
まで現役を務めた。神戸大学海事科学部では、
現在練習船深江丸が活躍している。
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神戸大学の
創立の起点

1929（昭和4）

神戸高等商業学校

神戸高等工業学校

神
戸
大
学

1949（昭和24）年当初【 6 学部】

①文理学部
文学部
理学部

②教育学部 発達科学部
③法  学  部

④経済学部

⑤経営学部

⑥工  学  部

教養課程
⑦（御影分校）
⑧（姫路分校）

教養部 国際文化学部

医学部

（医学部附属看護学校） （医学部保健学科）

農学部

海事科学部

1921（大正10）

1923（大正12）

1902（明治35）

兵庫県立神戸医科大学

1954（昭和29）

1992（平成4）

1992（平成4）1963（昭和38）

1964（昭和39）

1966（昭和41）

1967（昭和42） 1994（平成6）

2003（平成15）

兵庫県立医学専門学校
1944（昭和19） 1952（昭和27）

1952（昭和27）

兵庫県立兵庫農科大学
1959（昭和34）

兵庫県立厚生女子専門学院
1952（昭和27）

神戸商船大学神戸高等商船学校
1920（大正9） 高等商船学校神戸分校、

海技専門学院

1945（昭和20）

1936（昭和11）

兵庫県師範学校

1935（昭和10）

兵庫県立青年学校
教員養成所

姫 路 高 等 学 校

神 戸 商 業 大 学

兵庫県明石女子師範学校
1902（明治35）

神戸経済大学附属
経営学専門部

1946（昭和21）

神戸商業大学予科
1940（昭和15）

兵庫県立医科大学
1946（昭和21）

兵庫県立農学校
甲種別科

1919（大正8）

神戸病院附属医学所
1876（明治9）

兵庫県立農科大学
1949（昭和24）

兵庫県立医科大学附属高等看護学院
1949（昭和24）

私立川崎商船学校
1917（大正6）

兵庫県師範伝習所
（後の兵庫県御影師範学校）

1874（明治7）

1869（明治2）

神 戸 病 院
1882（明治15）

兵庫県立神戸病院

1882（明治15）

兵庫県立神戸医学校
1888（明治21）廃止

1944（昭和19）

兵庫県立医学専門学校附属医院 兵庫県立神戸医科大学附属病院
1952（昭和27）

兵庫県立医科大学附属医院
1946（昭和21）

1967（昭和42）医学部附属病院

国際人間科学部
2017（平成29）

③
④
⑤
①
⑦

⑤

①
⑧

⑥

②

1944（昭和19）

神 戸 経 済 大 学

神戸大学への包括校（7 校）

1944（昭和19）

神戸経済大学予科

神戸経済大学附属
経営学専門部

姫 路 高 等 学 校
1944（昭和19）

神戸工業専門学校

1943（昭和18）

兵 庫 師 範 学 校

②
1944（昭和19）

兵庫青年師範学校

兵庫県第二師範学校
（後の兵庫県姫路師範学校）

1900（明治33）

（中略）

（中略）

2020（令和2）年現在【10 学 部】

神戸大学は、1902（明治35）年設置の旧制官立神戸高等商業学校（通称「神戸高商」）を創立の起点として、118年もの

長い歴史があります。

1949（昭和24）年には、旧制官立高等教育機関7校を包括して、兵庫県で唯一の国立総合大学として新制「神戸大学」

が誕生しました。当初は、6学部、1研究所で出発しましたが、現在は、10学部、15大学院研究科、1研究環、1研究所、1病

院、4附属学校と多数のセンター等を有する全国有数の総合大学の威容を誇ります。

国際港湾都市・神戸にキャンパスを構える神戸大学は、開放的で国際性に富む固有の文化の下、神戸高商時代から

の伝統である「真摯（しんし）・自由・協同」の精神と「学理と実際の調和」の理念を大切にしながら、現代及び未来社会

の課題を解決するための新たな価値の創造に挑戦し続けています。

「真摯・自由・協同」を掲げて

神戸高等商業学校時代の
菊水の徽章

（中略）

（中略）

（中略）

（中略）

（中略）

神戸高等商業学校の正門　1916（大正5）年頃 神戸大学の正門　1954（昭和29）年頃

1949（昭和24）

神戸大学の正門　2020（令和2）年　現在神戸大学の正門　2020（令和2）年　現在
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神 戸 大 学 の 教 育
Education of Kobe University

1. 教育憲章（一部抜粋）

教育理念
神戸大学は、学問の発展、人類の幸福、地球環境の保全及び世界の平和に貢献するために、学部及び大学院で国際的に卓越し
た教育を提供することを基本理念とする。

教育原理
神戸大学は、学生が個人的及び社会的目標の実現に向けて、その潜在能力を最大限に発揮できるよう、学生の自主性及び自律
性を尊重し、個性と多様性を重視した教育を行うことを基本原理とする。

教育目的

神戸大学は、教育理念と教育原理に基づき、国際都市のもつ開放的な地域の特性を活かしながら、次のような教育を行う。
（1）人間性の教育：高い倫理性を有し、知性、理性及び感性の調和した教養豊かな人間の育成
（2）創造性の教育：  伝統的な思考や方法を批判的に継承しつつ、自ら課題を設定し、創造的に解決できる能力を身につけた人

間の育成
（3）国際性の教育：多様な価値観を尊重し、異文化に対する深い理解力を有し、コミュニケーション能力に優れた人間の育成
（4）専門性の教育：  それぞれの職業や学問分野において指導的役割を担うことのできる、深い学識と高度な専門技能を備えた

人間の育成

2. 教育の概要
2－1．学士課程教育（学部での教育）
2－1－1．全学共通授業科目

『人間と社会、人間と自然』に関する幅広い知識と深い洞察力を培い、これに基づいた創造力を涵養するとともに、知的教養人としての使命の自覚を促し、ま

すます複雑化していく社会の中で適正な批判力と判断力をもって行動しうる知性と能力及び豊かな人間性を育むことを目指しています。

授業科目の区分など 授業科目の例

基礎教養科目
自分が所属する専門分野以外の主要な学問分野について基本的な知識及び「ものの見方」
を学び、理解することを目的とします。

心理学、地理学、健康科学、数学

総合教養科目
多文化に対する理解を深め、多分野にまたがる課題を考え、対話型の講義を取り入れるな
どの工夫により、複眼的なものの見方、課題発見力を養成することを目的とします。

教育と人間形成、科学技術と倫理、
日本酒学入門、
ESDボランティア論

外国語科目 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語などの外国語の学力と教養を身につけます。
Academic English Communication、
ドイツ語初級

情報科目
コンピュータの操作技術を取得し、情報とその取り扱いに関する正しい判断力を養い、そ
れらを日常生活や社会活動に活用できる能力を身につけることを目指します。

情報基礎、情報科学

健康・スポーツ
科学

講義と実習を通して、身体運動と人体の機能・能力との関わりについての知識、安全で効
果的かつ効率のよい身体運動について、及び生涯にわたって健康で豊かな生活を送るため
の知識と実践能力を修得することを目標とします。

健康・スポーツ科学講義、
健康・スポーツ科学実習基礎

その他必要と
認める科目

臨時に開設する全学共通授業科目で、開講科目のテーマと内容が概ね「人文・社会」系の
場合は「総合科目Ⅰ」として、「自然・その他」系の場合は「総合科目Ⅱ」として開講します。

総合科目Ⅱ
（データサイエンス基礎演習）

共通専門基礎
科目

専門科目を理解し修得するための基礎となる知識や技術を身につけ、基礎的な理論を理解
し、学問的なものの見方を養うことを目標とします｡

力学基礎、線形代数、基礎無機化学、
生物学実験

2－1－2．高度教養科目
自分野の専門性を身につけた学生が、「(1)複数の学問分野に関わる課題を学ぶことにより、高度な複眼的思考能力を修得し、異なる分野での価値観や解決手

法を理解する」「(2)異なる分野の学生と協働して様々な課題に取り組むことにより、学生の自主性、コミュニケーション能力、チームワークなどの社会的能力、

課題解決能力を身につける」ことを目的としています。

学生は、所属学部や他学部の授業科目を履修します。

開講学部など 授業科目の例 （　）内は、開講学部など

国際教養教育院、
各学部

大学教育論（国際教養教育院）、人文学演習（文学部）、グローバル平和論（国際人間科学部）、ジャーナリズムの最前線（法学部）、
ゲーム理論（経済学部）、トップ・マネジメント講座（経営学部）、地球および惑星大気科学（理学部）、
地域医療システム学（医学部医学科）、国際感染症論（医学部保健学科）、建築の歴史と展開（工学部）、緑の保全の探究（農学部）、
気象学（海事科学部＊）　　など
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2－1－3．専門科目
専門知識の修得を目指して、各学部・学科ごとに実施しています。

開講学部 授業科目の例 開講学部 授業科目の例

全学部で共通 初年次セミナー 理学部 微分積分　他291科目

文学部 哲学入門（a）　他397科目 医学部医学科 現代医療と生命倫理　他47科目

国際人間科学部 協働型リーダーシップ論　他971科目 医学部保健学科 初期体験実習　他291科目

法学部 実定法入門　他105科目 工学部 振動学　他468科目

経済学部 経済学のフロンティア　他71科目 農学部 食の倫理　他約300科目

経営学部 経営学基礎論　他65科目 海事科学部＊ 海技実習　他約400科目

2－1－4．資格免許のための科目
卒業に必要な科目とは別に、さまざまな資格や免許の取得をめざす学生のための科目です。例えば、教育職員免許状取得のための「日本国憲法」などを開講

しています。

2－2．大学院課程教育（大学院での教育）
学士課程での学びを基盤に専門分野をより深く究めます。

＜学修する時期のイメージ図＞

課程 文学部、国際人間科学部、法学部、経済学部、
経営学部、理学部、工学部、農学部

医学部医学科・保健学科、
海事科学部＊

医学部保健学科、
海事科学部＊ 医学部医学科

大学院
課程
教育

博士課程
後期課程

３年
２年
１年

博
士
課
程

４年
３年
２年
１年博士課程

前期課程
２年
１年

学士課程教育

乗船実習科
（海事科学部）＊

６年

初
年
次
セ
ミ
ナ
ー

専
門
科
目

５年

４年

資
格
免
許
の
た
め
の
科
目

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
科
目

高
度
教
養
科
目

卒業論文、
卒業研究、
研究指導

高
度
教
養
科
目 共

通
特
論
（
保
健
学
科
）

卒業研究
（保健学科）

特別研究
（海事科学部）＊

４年

３年

外
国
語
科
目

関
連
科
目

初
年
次
セ
ミ
ナ
ー

専
門
科
目

初
年
次
セ
ミ
ナ
ー

専
門
科
目

３年 高
度
教
養
科
目 転

換
教
育
科
目

２年
基
礎
教
養
科
目

総
合
教
養
科
目

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学

共
通
専
門
基
礎
科
目

２年

１年
情
報
科
目

基
礎
教
養
科
目

総
合
教
養
科
目

外
国
語
科
目

情
報
科
目

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学

共
通
専
門
基
礎
科
目

１年

全学共通 高度
教養

専門 全学共通 高度
教養

専門 高度
教養

専門

＊神戸大学は、令和3年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策科学部（仮称）』を設置する予定です。（設置計画申請中）
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神戸大学の教育の特徴
Characteristic of Kobe University Education 

1. クォーター制
神戸大学のクォーター制は、前期・後期の授業時間をそれぞれ半分に分け、各8週で授業を行う制度です。週1回又は週2回8週の授業による集中的な学修

を可能とするとともに、学生が特定のクォーターを「ギャップターム」として設定し、短期留学や海外インターンシップ等の学外活動に参加しやすい環境を

提供しています。

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

前期 後期

第 1 クォーター 第 2 クォーター
夏季休業

第 3 クォーター 第 4 クォーター
春季休業

授業 授業 授業 授業

2. 神戸スタンダード
神戸大学では、全ての学生を、自ら地球的課題を発見し、その解決にリーダーシップを発揮できる人材へと育成するため、全学部学生を対象とする教養教育

において、神戸大学の学生が卒業時に身につけるべき共通の能力を「神戸スタンダード」として定めています。

この「神戸スタンダード」を全学部生が身につけるため、主として1・2年生が学修する「基礎教養科目」及び「総合教養科目」を設けています。また、1・

2年生だけでなく専門分野を学んだ高学年も対象とする科目として、「高度教養科目」を設け、4年間を通じて学ぶ教養教育のカリキュラムを提供しています。

3. 初年次セミナー
新入生を対象とする導入教育として、1年次第1クォーターに全

学部生を対象とした「初年次セミナー」を開講しています。初年

次セミナーでは、新入生が教員や他の学生との対話を通じ、各学

問分野において大学生として必要となる自律的な学びの姿勢を育

むことを目的としています。

また、初年次セミナーの全学部共通の部分については共通教材『神

戸大学へようこそ！』としてまとめ、神戸大学で学ぶに当たって

必要な大学の情報やカリキュラムの構成、ルールやマナーなどに

ついてわかりやすく解説しています。

神戸スタンダード

神戸大学全学部生が卒業時に身につける共通の3つの能力

協働して実践する能力
高度教養科目

専門性や価値観を異にする人々と協働して学際的な課題を学ぶ

複眼的に思考する能力
基礎教養科目

専門分野以外の学問分野について基本的なものの考え方を学ぶ

多様性と地球的課題を理解する能力
総合教養科目

多様な文化、思想、価値観を受容し、グローバル・イシューを学ぶ

3、4年次の教養教育

1、2年次の教養教育

Kobe University14



4. 英語教育
神戸大学の英語教育の目標は、異文化理解力を培うことはもとより、アカデミック・イングリッシュ・スキルを高めることにより、共通言語としての英語に

よるコミュニケーション能力を修得することにあります。そこで、学生が将来の目標に応じて英語学習の計画を立てることができるよう、英語教育の体系を

「見える化」しています（※下図参照）。

また、さらに、英語学習に積極的関心を持ち、神戸大学英語外部試験（＊）において成績上位の学生を対象に、「英語特別クラス（Accelerated Course in 

English:ＡＣＥ）」を設けています。ＡＣＥには以下のような特徴があります。

（1）原則として、外国人教員が授業を担当します。

（2）1クラスは25名程度の少人数です。

（3） 専門分野での学修に必要なアカデミックスキルの育成を行うとともに、読解・聴解・発信・コミュニケーションなどの個別スキルを統合したオールラウ

ンドで高度な英語運用能力の向上を目指します。

（4）授業外での実践活動として、1年次の後期末に課題研究成果を英語で発表するStudents’Conferenceを実施しています。

（＊）神戸大学英語外部試験

一人ひとりが自分自身の英語能力を知り、大学での英語学習計

画の立案に役立てるために、神戸大学では、入学直後に1年生全

員が受験します。試験の種類は、所属する学部によって指定され、

TOEIC L&R-IPやTOEFL-ITPがあります。受験料は不要です（神

戸大学が全額支援します）。

また、2年次以降卒業までに個人で英語外部試験を受験した場合、

受験料の一部を神戸大学が支援する制度があります。

5. 神戸大学ＥＳＤコース
全学部の学生が、所定の単位を修得することでＥＳＤコース修了の認定を受けること

ができます。

修了生には、あらゆる人々がＳＤ（持続可能な開発）づくりの主体になるためのサポー

ター・ファシリテーター・コーディネーターになることが期待されます。アクティブ

ラーニング、フィールド学習、アクションリサーチの手法の中で、多様な人々と共に、

実践の中で、地球の持続可能性を脅かす諸問題と向き合う主体となっていく方法・条

件・環境（教育）を考えます。

6. 神戸大学数理・データサイエンス標準カリキュラムコース
数理・データサイエンスのスキルとデータから新しい価値を生み出し、第4次産業革命を牽引

するデータイノベーション教育を推進しています。

2020 年度からすべての学部に「神戸大学数理・データサイエンス標準カリキュラムコース」

を設置しました。これは、AI、ビッグデータ、IoT による世界的なデータ駆動型社会が到来し

つつある中、神戸大学の学生に、数理・データサイエンスの基礎的能力を身につけてもらうた

めのコースです。

数学科目、統計科目、情報科目、データサイエンス科目（全学共通授業科目「データサイエン

ス入門A,B」、「データサイエンス概論A,B」など）から所定の単位を修得することにより、数理・

データサイエンス標準カリキュラムコース修了の認定書が授与されます。

また、企業・自治体などと連携した課題解決オープンイノベーションワークショップなどの科

目も開講しています。

※ESDとは、Education for Sustainable Development
　（持続可能な開発のための教育）の略です。

資源
問題

汚染
破壊

生産

人権
公平

福祉

貧困
平和

消費 健康
問題

持続可能な
開　発

社会環境

生命経済

※ESDとは、Education for Sustainable Development
　（持続可能な開発のための教育）の略です。

資源
問題

汚染
破壊

生産

人権
公平

福祉

貧困
平和

消費 健康
問題

持続可能な
開　発

社会環境

生命経済
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Asia
163
Asia

163

South America
8

South America
8

North America
30

North America
30

リガ工科大学

ラトビア

リロングウェ農業自然資源大学

イスタンブール工科大学
ハラン大学

トルコ

ライデン大学

オランダ

ヴェネツィア大学
ボッコーニ大学
ボローニャ大学
トリノ大学

イタリア

グラーツ大学
グラーツ医科大学
ＦＨヨアネウム応用科学大学
インスブルック大学
マネジメントセンターインスブルック

オーストリア
世界海事大学
リンショピン大学

スウェーデン

アイルランド国立大学ゴルウェー校

アイルランド

ブリュッセル自由大学（仏語系）
ブリュッセル自由大学（蘭語系）
ヘント大学
ルーヴェン大学
リエージュ大学
サンルイ大学
モンス大学

ベルギー

カレル大学

チェコ

パリ第13大学
パリ大学（パリ・ディドロ大学）
パリ・ナンテール大学
パリ第2（パンテオン・アサス）大学
ストラスブール大学
リール大学
リヨン高等師範学校
エクス＝マルセイユ大学
トゥールーズ国立工科大学
グルノーブル・アルプ大学

フランス

アーヘン工科大学
カールスルーエ工科大学
キール大学
ダルムシュタット工科大学
トリーア大学
ハンブルク工科大学
ベルリン経済法科大学
ベルリン自由大学
ミュンヘン工科大学

ドイツ

オーフス大学

デンマーク

7研究機関
（プロブディフ農科大学他6件） 
ソフィア大学

ブルガリア
ワルシャワ大学
ヤゲウォ大学
ニコラウス・コペルニクス大学
アダム・ミツキェヴィチ大学

ポーランド

バベシュ・ボヨイ大学
ブカレスト大学

ルーマニア

エトヴェシュ・ロラーンド大学
ブダペスト商科大学
ブダペスト・コルヴィヌス大学

ハンガリー

エセックス大学
オックスフォード大学
グラスゴー大学
シェフィールド大学
ダンディー大学
バーミンガム大学
ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院
ケント大学

英国

中東・アフリカ

国際教育
International Education

神戸大学の歴史と伝統を世界へ
国際性を高め、未来へ羽ばたく

神戸大学は、交易都市に設立された大学として、

長い歴史と輝かしい伝統を持っています。古来

より、日本の玄関口として培われた風土は国際交流

を日常としてきました。神戸に息づくこの伝統が

グローバルネットワークを育む土壌となっています。

多様な価値観を尊重し、異文化に対する深い

理解力を有し、コミュニケーション能力に優れた人間

の育成を目的として、世界63ヶ国・地域にある

372機関と学術交流協定を締結しています。

さらに、中国・北京、ベルギー・ブリュッセルにオフィス

を設置し、これらの地域との連携を強化しています。

海外の学術機関と、共同研究、教員の交流、学生

の交流、情報交換等を推進し、協定校を中心に、

交換留学や短期語学研修など多彩な海外留学

プログラムを設けています。

神戸大学の多彩な海外留学プログラム

世界63ヶ国・地域の372機関との学術交流協定
世界へ開かれた国際性に優れた大学へ

学術交流協定締結機関

神戸大学海外留学プログラムについては本学ホームページの
トップページ→「国際交流」→「海外留学プログラム」をご覧ください。

エモリー大学
ワシントン大学
カリフォルニア海事大学
メーン海事大学
ピッツバーグ大学
南フロリダ大学
ニューヨーク市立大学クイーンズ・カレッジ
カリフォルニア大学サンディエゴ校
ハワイ大学マノア校
ジョージア工科大学
南カリフォルニア大学
ネブラスカ大学リンカーン校

アメリカ合衆国

西オーストラリア大学
クイーンズランド大学
南オーストラリア大学
ウーロンゴン大学
ニューサウスウェールズ大学

中南米

北米

グアダラハラ大学

メキシコ

オーストラリア

オセアニア

中国農業大学
山東大学
中山大学
華東師範大学
中国医科大学
北京大学
中南財経政法大学
中国人民大学
上海海事大学
大連海事大学
北京師範大学
中国海洋大学
華中科技大学
厦門大学
内蒙古農業大学
東北大学
香港大学
吉林大学
浙江大学
中国科学院大学

中国
トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学
マレーシア国民大学

マレーシア

国立台湾海洋大学
国立台湾大学
国立政治大学
台北医学大学
中央研究院
国立成功大学
東呉大学
国立清華大学

台湾

フィリピン大学ロスバニョス校
フィリピン大学ディリマン校

フィリピン

国民経済大学
ハノイ科学技術大学
貿易大学
ダナン大学
ベトナム国家大学ホーチミン市（経済法律大学）
ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学
日越大学
フエ農林大学

ベトナム

タマサート大学
マヒドン大学
ラジャモンコン工科大学タンヤブリ校

タイ
アイルランガ大学
インドネシア大学
ガジャマダ大学
シアクアラ大学
スラバヤ工科大学
ボゴール農科大学
ランプン大学
バンドン工科大学

インドネシア

アジア

協定校への交換留学

世界46ヶ国・地域、247校の協定大学と1学期間または1年間の
学生交換を行っています。　詳しくはP18をご覧ください。

海外外国語研修

英語、中国語、ドイツ語、フランス語の各種、夏休み・春休みを利用して
語学研修を行っています。　詳しくはP20をご覧ください。

神戸グローバルチャレンジプログラム

アジアや欧米等で多種多様な活動に取り組むコースを実施しており、各コースにおける
学修成果に対して単位が授与されます。　詳しくはP21をご覧ください。

漢陽大学校
釜山国立大学校
木浦大学校
成均館大学校
国立群山大学校
木浦海洋大学校
韓国海洋大学校
国立済州大学校
国立全南大学校
ソウル国立大学校
高麗大学校

韓国

モンゴル国立大学

モンゴル

シンガポール

ヤンゴン経済大学

ミャンマー

※部局間協定は大学ホームページでご覧ください。

リオデジャネイロ州立大学
サンパウロ大学

ブラジル

ラオス国立大学

ラオス

王立プノンペン大学

カンボジア

復旦大学
西安交通大学
南開大学
北京外国語大学
武漢大学
上海交通大学
清華大学
大連理工大学
香港中文大学
南京大学
四川大学
南京工業大学
合肥工業大学

ノルテ大学

パラグアイ

サンクトペテルブルグ大学
ウラル連邦大学

ロシア

バングラデシュ農業大学

バングラデシュ

リュブリャナ大学

スロベニア

ヴィリニュス・ゲディミナス工科大学

リトアニア

バルセロナ大学
ポンペウ・ファブラ大学

スペイン

  （2020年5月1日現在）

南洋理工大学ベオグラード大学

セルビア

バーゼル大学

スイス

コメニウス大学

スロバキア

トビリシ国立大学

ジョージア

ヨーロッパ

ブリュッセルオフィス
（KUBEC）（2010～）

ポーランド拠点
（クラクフ）（2015～）

神戸大学／
バベシュ・ボヨイ大学
国際協力センター

（KU-UBB ICC）
（2018～）

ハノイ連絡拠点（2015）

神戸大学・上海交通大学文理融合国際共同研究拠点（2018～）

パース拠点
（2020～）

神戸大学・北京外国語大学国際共同研究拠点（2015～）

中国事務所（2008～）

オタワ大学

カナダ

Middle East &
 Africa
15

Middle East &
 Africa
15

ヘブライ大学
イスラエル

マラウイ

シアトル拠点（2020～）

ナミビア大学

ナミビア
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ボローニャ大学
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グラーツ医科大学
ＦＨヨアネウム応用科学大学
インスブルック大学
マネジメントセンターインスブルック

オーストリア
世界海事大学
リンショピン大学

スウェーデン

アイルランド国立大学ゴルウェー校

アイルランド

ブリュッセル自由大学（仏語系）
ブリュッセル自由大学（蘭語系）
ヘント大学
ルーヴェン大学
リエージュ大学
サンルイ大学
モンス大学

ベルギー

カレル大学

チェコ

パリ第13大学
パリ大学（パリ・ディドロ大学）
パリ・ナンテール大学
パリ第2（パンテオン・アサス）大学
ストラスブール大学
リール大学
リヨン高等師範学校
エクス＝マルセイユ大学
トゥールーズ国立工科大学
グルノーブル・アルプ大学

フランス

アーヘン工科大学
カールスルーエ工科大学
キール大学
ダルムシュタット工科大学
トリーア大学
ハンブルク工科大学
ベルリン経済法科大学
ベルリン自由大学
ミュンヘン工科大学

ドイツ

オーフス大学

デンマーク

7研究機関
（プロブディフ農科大学他6件） 
ソフィア大学

ブルガリア
ワルシャワ大学
ヤゲウォ大学
ニコラウス・コペルニクス大学
アダム・ミツキェヴィチ大学

ポーランド

バベシュ・ボヨイ大学
ブカレスト大学

ルーマニア

エトヴェシュ・ロラーンド大学
ブダペスト商科大学
ブダペスト・コルヴィヌス大学

ハンガリー

エセックス大学
オックスフォード大学
グラスゴー大学
シェフィールド大学
ダンディー大学
バーミンガム大学
ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院
ケント大学

英国

中東・アフリカ

国際教育
International Education

神戸大学の歴史と伝統を世界へ
国際性を高め、未来へ羽ばたく

神戸大学は、交易都市に設立された大学として、

長い歴史と輝かしい伝統を持っています。古来

より、日本の玄関口として培われた風土は国際交流

を日常としてきました。神戸に息づくこの伝統が

グローバルネットワークを育む土壌となっています。

多様な価値観を尊重し、異文化に対する深い

理解力を有し、コミュニケーション能力に優れた人間

の育成を目的として、世界63ヶ国・地域にある

372機関と学術交流協定を締結しています。

さらに、中国・北京、ベルギー・ブリュッセルにオフィス

を設置し、これらの地域との連携を強化しています。

海外の学術機関と、共同研究、教員の交流、学生

の交流、情報交換等を推進し、協定校を中心に、

交換留学や短期語学研修など多彩な海外留学

プログラムを設けています。

神戸大学の多彩な海外留学プログラム

世界63ヶ国・地域の372機関との学術交流協定
世界へ開かれた国際性に優れた大学へ

学術交流協定締結機関

神戸大学海外留学プログラムについては本学ホームページの
トップページ→「国際交流」→「海外留学プログラム」をご覧ください。

エモリー大学
ワシントン大学
カリフォルニア海事大学
メーン海事大学
ピッツバーグ大学
南フロリダ大学
ニューヨーク市立大学クイーンズ・カレッジ
カリフォルニア大学サンディエゴ校
ハワイ大学マノア校
ジョージア工科大学
南カリフォルニア大学
ネブラスカ大学リンカーン校

アメリカ合衆国

西オーストラリア大学
クイーンズランド大学
南オーストラリア大学
ウーロンゴン大学
ニューサウスウェールズ大学

中南米

北米

グアダラハラ大学

メキシコ

オーストラリア

オセアニア

中国農業大学
山東大学
中山大学
華東師範大学
中国医科大学
北京大学
中南財経政法大学
中国人民大学
上海海事大学
大連海事大学
北京師範大学
中国海洋大学
華中科技大学
厦門大学
内蒙古農業大学
東北大学
香港大学
吉林大学
浙江大学
中国科学院大学

中国
トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学
マレーシア国民大学

マレーシア

国立台湾海洋大学
国立台湾大学
国立政治大学
台北医学大学
中央研究院
国立成功大学
東呉大学
国立清華大学

台湾

フィリピン大学ロスバニョス校
フィリピン大学ディリマン校

フィリピン

国民経済大学
ハノイ科学技術大学
貿易大学
ダナン大学
ベトナム国家大学ホーチミン市（経済法律大学）
ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学
日越大学
フエ農林大学

ベトナム

タマサート大学
マヒドン大学
ラジャモンコン工科大学タンヤブリ校

タイ
アイルランガ大学
インドネシア大学
ガジャマダ大学
シアクアラ大学
スラバヤ工科大学
ボゴール農科大学
ランプン大学
バンドン工科大学

インドネシア

アジア

協定校への交換留学

世界46ヶ国・地域、247校の協定大学と1学期間または1年間の
学生交換を行っています。　詳しくはP18をご覧ください。

海外外国語研修

英語、中国語、ドイツ語、フランス語の各種、夏休み・春休みを利用して
語学研修を行っています。　詳しくはP20をご覧ください。

神戸グローバルチャレンジプログラム

アジアや欧米等で多種多様な活動に取り組むコースを実施しており、各コースにおける
学修成果に対して単位が授与されます。　詳しくはP21をご覧ください。

漢陽大学校
釜山国立大学校
木浦大学校
成均館大学校
国立群山大学校
木浦海洋大学校
韓国海洋大学校
国立済州大学校
国立全南大学校
ソウル国立大学校
高麗大学校

韓国

モンゴル国立大学

モンゴル

シンガポール

ヤンゴン経済大学

ミャンマー

※部局間協定は大学ホームページでご覧ください。

リオデジャネイロ州立大学
サンパウロ大学

ブラジル

ラオス国立大学

ラオス

王立プノンペン大学

カンボジア

復旦大学
西安交通大学
南開大学
北京外国語大学
武漢大学
上海交通大学
清華大学
大連理工大学
香港中文大学
南京大学
四川大学
南京工業大学
合肥工業大学

ノルテ大学

パラグアイ

サンクトペテルブルグ大学
ウラル連邦大学

ロシア

バングラデシュ農業大学

バングラデシュ

リュブリャナ大学

スロベニア

ヴィリニュス・ゲディミナス工科大学

リトアニア

バルセロナ大学
ポンペウ・ファブラ大学

スペイン

  （2020年5月1日現在）

南洋理工大学ベオグラード大学

セルビア

バーゼル大学

スイス

コメニウス大学

スロバキア

トビリシ国立大学

ジョージア

ヨーロッパ

ブリュッセルオフィス
（KUBEC）（2010～）

ポーランド拠点
（クラクフ）（2015～）

神戸大学／
バベシュ・ボヨイ大学
国際協力センター

（KU-UBB ICC）
（2018～）

ハノイ連絡拠点（2015）

神戸大学・上海交通大学文理融合国際共同研究拠点（2018～）

パース拠点
（2020～）

神戸大学・北京外国語大学国際共同研究拠点（2015～）

中国事務所（2008～）

オタワ大学

カナダ

Middle East &
 Africa
15

Middle East &
 Africa
15

ヘブライ大学
イスラエル

マラウイ

シアトル拠点（2020～）

ナミビア大学

ナミビア
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国際教育
International Education

国際文化学研究科 文化相関専攻 小林　達哉　【2018年9月～2019年6月　国際文化学研究科博士課程前期課程2年次　ロシア・サンクトペテルブルク大学留学】
体験談

交換留学体験談

海外留学支援制度

自分が知らない世界を知りたい。その思い
から、留学を決意しました。留学先は、ロシ
ア・サンクトペテルブルク大学。学部のとき
にロシア語やロシア史を勉強していた私に
は、この大学以外の選択肢はありませんで
した。
留学中は、講義の準備に追われました。英
語で行われる留学生対象の授業を受ける
のは、世界中から集まった優秀な学生ばか
り。彼らが流暢に話す英語に圧倒されつつ
も、議論に参加出来たのは、時間をかけ十
分に講義の準備をしたからだと思っていま
す。でも、それ以上に大変だったのが、ロシ

ア語で行われる現地の学生対象の講義で
した。学生の発表をその場で理解し、発表
者に質問することが求められました。逆に、
自分が発表するときは、質問に答えなけれ
ばなりません。全てロシア語でやり取りする
ため、とても苦労しました。が、これらの講義
を通して、語学力が鍛えられ、たくさんの物
事を知ることができました。またそれ以 上
に、議論をした学生たちは、かけがえのない
友人です。
当然のことですが、留学では、環境がこれ
までとは大きく変化します。ドイツ人とドイツ
映画を観ることも、コロンビア人と図書館

に行くことも、友人に会うためにスペインに
行くことも、日光浴をするためにイスラエル
に行くことも、それまでの自分からは生まれ
なかった発想です。そこで出会う人や文化
に触れて、自分の「当たり前」を疑う。世界
を知らない自分に焦る一方で、少しずつ、
自分の世界が広がっていく、この感覚は日
本ではなかなか味わう事が出来ません。
自分が想像する留学生活を送るのではな
く、想像もつかない世界に飛び込む。そうす
れば、少しずつ、知識や関心が広がってい
きます。帰国後の世界は、これまでとは大き
く違って見えるはずです。

未知の世界に飛び込む

交換留学生として神戸大学の海外協定校へ留学する場合、以下のような
奨学金に応募することができます。いずれも競争率は高いので、奨学金を
目指す学生は早い段階から日頃の勉学や語学力向上に努めましょう。

派遣交換学生のための奨学金

本学では、国際教育総合センター主催による「海外留学フェア」 を、年8回実
施しています。留学を漠然と考えている方から、そろそろ準備を始めたいが
何から始めていいか分からない方まで、 興味のある方はぜひ早めに参加し
てみてください。 海外留学フェアの最新情報は本学ホームページで確認し
てください。

留学相談・留学情報

海外留学フェア

本学では、世界46の国や地域にある2 4 7 校

の海外の大学と授業料不徴収による学生交

換を行っています。留 学 期 間は、1 学 期 間ま

たは1 年 間 。交 換 留 学 の 大きなメリットは、留

学先大学の入学料、授業料、検定料を納める

必要がないこと（但し、本学に在籍したまま留

学するので、授業料は神戸大学に納めます。）

協定校では、現地の学生とともに正規の授業

を受けることができます。留学先で修 得した単

位は所 定の手 続きを経て、神 戸 大 学の単 位

として単 位 互 換が 可 能なため、卒 業要件単

位が満たされれば、1年間留学した場合でも4

年間で卒業することが可能です （学部生の場

合）。また、交換留学生のための奨学金制度も

あります。

世界的に確立された評価を持つ協定校へ1学期～1年間留学
専門分野を海外の大学で学ぶ

協定校への交換留学

国際人間科学部 グローバル文化学科 山田　愛美　【2019年2月～2019年11月　国際人間科学部３年次　クイーンズランド大学留学】
体験談

留学での出会いと成長

■協定校への派遣学生数（2007～2019年）

実施細則に基づく交換留学（「部局間協定」）

の2種類があります。以下は全学協定のみの

一覧です。

■全学協定校一覧
本学が実施している交換留学プログラムには、 

大学全体で学生交流の実施細則を締結して

いる協定校への交換留学（「全学協定」）と、

各学部・研究科単位で締結している学生交流

●募集要項、奨学金情報、先輩の体験談集等は、大学ホームページの「国際交流」→「海外留学プログラム」→「交換留学」をご覧ください。
●学生の皆さんの海外留学を支援するシステム“GEMs（ジェムズ）”が、2018年4月に導入されました。海外留学プログラムの募集情報検索から応募手続き、留学決定後の
　留学準備管理も全てシステム化されました。
　奨学金の募集情報も随時掲載されます。豊富な留学情報からぜひ検索してみてください。

留学相談担当教員による個別相談を行っています。留学に関するあらゆる
相談を受け付けています。予約を優先にしていますので、kaigai@kobe-u.ac.jp
までお問合せください。また、国際教育総合センター　ロビー・情報資料室、国
際交流課において、留学情報を得ることができます。

日本学生支援機構
海外留学支援制度

（協定派遣）
派遣地域により月額6～10万円支給

HUMAP
留学生交流推進制度

派遣地域により月額6～10万円支給

神戸大学基金
月額5万円支給

トビタテ！
留学JAPAN日本代表プログラム

月額：16万円・12万円・6万円
留学準備金：25万円・15万円

※地域及びJASSOが掲げる家計基準による

Ｈ22

76

Ｈ24

88

Ｈ23

86

Ｈ21

70

Ｈ20

70

Ｈ19

63

（単位:人）

Ｈ25

91

Ｈ26

119

Ｈ27

114

Ｈ30

135

R1

137

Ｈ29

142

Ｈ28

142

留学は、私の高校生からの夢でした。海外
に行って新しいものをたくさん見てみたい。
英語を話せるようになりたい。そのような思
いと、開発途上国の平和問題について勉
強したいとの思いから、オーストラリアのク
イーンズランド大学に留学を決めました。
留 学 先では毎日が本 当に濃くて、楽しい
日々でした。私は寮 生 活をしていたため、
様々な国から来た人々との出会いが多くあ
りました。一緒に料理を作ったりマーケット
に行ったり毎日図書館で勉強したり。日常
の話から時には政治について深い話もで
きる、かけがえのない友達を得られたことは

※その他、財団等による奨学金、貸与型の奨学金、教育ローンなどもあります

私の留学生活の財産です。またオーストラ
リアの広大な海や可愛い動物たちにも心
癒されました。
目標であった語学力向上ですが、留学当
初は英語が聞き取れず授業についていく
のも必死で投げ出したくなりました。しかし
とにかく積極的に誰かと話すようにし、ジェ
スチャーを使ってでもコミュニケーションを
とるよう心がけました。そのうち、気付いたら
英語を使うことに抵抗を感じなくなっている
自分がいて、成長を感じて嬉しかったです。
それが自信にもなり、将来英語を使って日
本と海外の橋渡しができるような仕事をし

たいという夢もできました。
留学生活の醍醐味は、人との出会いを通
して視野が広がることだと思います。留学
をすると、様々な人と出会います。そこから
新しい価値観を知り、日本や自分について
客観的に見つめることができます。壁にぶ
つかることもあると思いますが、それも含め
て自分が成長できる素晴らしい機会です。
海外や英語に興味がなくても、おもしろい
経験をしてみたいという思いだけでも留学
に挑戦してみる価値はあります。もし少しで
も興 味があれば、ぜひトライしてみて下さ
い！

国名・地域名 機関名

韓　国 ソウル国立大学校

シンガポール 南洋理工大学

台　湾

国立台湾大学

国立政治大学

国立成功大学

中　国

清華大学

武漢大学

上海交通大学

南京大学

中国人民大学

モンゴル モンゴル国立大学

オーストラリア

クイーンズランド大学（UQ）

西オーストラリア大学（UWA）

ウーロンゴン大学（UOW）

ニューサウスウェールズ大学（UNSW）

アメリカ合衆国

ピッツバーグ大学

ジョージア工科大学

ニューヨーク市立大学クイーンズ・カレッジ

カナダ オタワ大学

イタリア

ヴェネツィア大学

ボローニャ大学

ボッコーニ大学

英　国

ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院（SOAS）

バーミンガム大学

ケント大学

エセックス大学

国名・地域名 機関名

オーストリア
グラーツ大学

マネージメントセンターインスブルック

オランダ ライデン大学

スイス バーゼル大学

スペイン バルセロナ大学

スロバキア コメニウス大学

チェコ カレル大学

ドイツ

トリーア大学

キール大学

ミュンヘン工科大学 

ベルリン自由大学

ダルムシュタット工科大学

ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学

フランス

パリ・ナンテール大学

パリ第2（パンテオン・アサス）大学

パリ大学（パリ・ディドロ大学）大学

リール大学

エクス=マルセイユ大学

ブルガリア ソフィア大学

ベルギー
ブリュッセル自由大学（蘭語系）

サンルイ大学

ポーランド
ヤゲウォ大学

ニコラウス・コペルニクス大学

ロシア
サンクトペテルブルク大学

ウラル連邦大学
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国際文化学研究科 文化相関専攻 小林　達哉　【2018年9月～2019年6月　国際文化学研究科博士課程前期課程2年次　ロシア・サンクトペテルブルク大学留学】
体験談

交換留学体験談

海外留学支援制度

自分が知らない世界を知りたい。その思い
から、留学を決意しました。留学先は、ロシ
ア・サンクトペテルブルク大学。学部のとき
にロシア語やロシア史を勉強していた私に
は、この大学以外の選択肢はありませんで
した。
留学中は、講義の準備に追われました。英
語で行われる留学生対象の授業を受ける
のは、世界中から集まった優秀な学生ばか
り。彼らが流暢に話す英語に圧倒されつつ
も、議論に参加出来たのは、時間をかけ十
分に講義の準備をしたからだと思っていま
す。でも、それ以上に大変だったのが、ロシ

ア語で行われる現地の学生対象の講義で
した。学生の発表をその場で理解し、発表
者に質問することが求められました。逆に、
自分が発表するときは、質問に答えなけれ
ばなりません。全てロシア語でやり取りする
ため、とても苦労しました。が、これらの講義
を通して、語学力が鍛えられ、たくさんの物
事を知ることができました。またそれ以 上
に、議論をした学生たちは、かけがえのない
友人です。
当然のことですが、留学では、環境がこれ
までとは大きく変化します。ドイツ人とドイツ
映画を観ることも、コロンビア人と図書館

に行くことも、友人に会うためにスペインに
行くことも、日光浴をするためにイスラエル
に行くことも、それまでの自分からは生まれ
なかった発想です。そこで出会う人や文化
に触れて、自分の「当たり前」を疑う。世界
を知らない自分に焦る一方で、少しずつ、
自分の世界が広がっていく、この感覚は日
本ではなかなか味わう事が出来ません。
自分が想像する留学生活を送るのではな
く、想像もつかない世界に飛び込む。そうす
れば、少しずつ、知識や関心が広がってい
きます。帰国後の世界は、これまでとは大き
く違って見えるはずです。

未知の世界に飛び込む

交換留学生として神戸大学の海外協定校へ留学する場合、以下のような
奨学金に応募することができます。いずれも競争率は高いので、奨学金を
目指す学生は早い段階から日頃の勉学や語学力向上に努めましょう。

派遣交換学生のための奨学金

本学では、国際教育総合センター主催による「海外留学フェア」 を、年8回実
施しています。留学を漠然と考えている方から、そろそろ準備を始めたいが
何から始めていいか分からない方まで、 興味のある方はぜひ早めに参加し
てみてください。 海外留学フェアの最新情報は本学ホームページで確認し
てください。

留学相談・留学情報

海外留学フェア

本学では、世界46の国や地域にある2 4 7 校

の海外の大学と授業料不徴収による学生交

換を行っています。留 学 期 間は、1 学 期 間ま

たは1 年 間 。交 換 留 学 の 大きなメリットは、留

学先大学の入学料、授業料、検定料を納める

必要がないこと（但し、本学に在籍したまま留

学するので、授業料は神戸大学に納めます。）

協定校では、現地の学生とともに正規の授業

を受けることができます。留学先で修 得した単

位は所 定の手 続きを経て、神 戸 大 学の単 位

として単 位 互 換が 可 能なため、卒 業要件単

位が満たされれば、1年間留学した場合でも4

年間で卒業することが可能です （学部生の場

合）。また、交換留学生のための奨学金制度も

あります。

世界的に確立された評価を持つ協定校へ1学期～1年間留学
専門分野を海外の大学で学ぶ

協定校への交換留学

国際人間科学部 グローバル文化学科 山田　愛美　【2019年2月～2019年11月　国際人間科学部３年次　クイーンズランド大学留学】
体験談

留学での出会いと成長

■協定校への派遣学生数（2007～2019年）

実施細則に基づく交換留学（「部局間協定」）

の2種類があります。以下は全学協定のみの

一覧です。

■全学協定校一覧
本学が実施している交換留学プログラムには、 

大学全体で学生交流の実施細則を締結して

いる協定校への交換留学（「全学協定」）と、

各学部・研究科単位で締結している学生交流

●募集要項、奨学金情報、先輩の体験談集等は、大学ホームページの「国際交流」→「海外留学プログラム」→「交換留学」をご覧ください。
●学生の皆さんの海外留学を支援するシステム“GEMs（ジェムズ）”が、2018年4月に導入されました。海外留学プログラムの募集情報検索から応募手続き、留学決定後の
　留学準備管理も全てシステム化されました。
　奨学金の募集情報も随時掲載されます。豊富な留学情報からぜひ検索してみてください。

留学相談担当教員による個別相談を行っています。留学に関するあらゆる
相談を受け付けています。予約を優先にしていますので、kaigai@kobe-u.ac.jp
までお問合せください。また、国際教育総合センター　ロビー・情報資料室、国
際交流課において、留学情報を得ることができます。

日本学生支援機構
海外留学支援制度

（協定派遣）
派遣地域により月額6～10万円支給

HUMAP
留学生交流推進制度

派遣地域により月額6～10万円支給

神戸大学基金
月額5万円支給

トビタテ！
留学JAPAN日本代表プログラム

月額：16万円・12万円・6万円
留学準備金：25万円・15万円

※地域及びJASSOが掲げる家計基準による

Ｈ22

76

Ｈ24

88

Ｈ23

86

Ｈ21

70

Ｈ20

70

Ｈ19

63

（単位:人）

Ｈ25

91

Ｈ26

119

Ｈ27

114

Ｈ30

135

R1

137

Ｈ29

142

Ｈ28

142

留学は、私の高校生からの夢でした。海外
に行って新しいものをたくさん見てみたい。
英語を話せるようになりたい。そのような思
いと、開発途上国の平和問題について勉
強したいとの思いから、オーストラリアのク
イーンズランド大学に留学を決めました。
留 学 先では毎日が本 当に濃くて、楽しい
日々でした。私は寮 生 活をしていたため、
様々な国から来た人々との出会いが多くあ
りました。一緒に料理を作ったりマーケット
に行ったり毎日図書館で勉強したり。日常
の話から時には政治について深い話もで
きる、かけがえのない友達を得られたことは

※その他、財団等による奨学金、貸与型の奨学金、教育ローンなどもあります

私の留学生活の財産です。またオーストラ
リアの広大な海や可愛い動物たちにも心
癒されました。
目標であった語学力向上ですが、留学当
初は英語が聞き取れず授業についていく
のも必死で投げ出したくなりました。しかし
とにかく積極的に誰かと話すようにし、ジェ
スチャーを使ってでもコミュニケーションを
とるよう心がけました。そのうち、気付いたら
英語を使うことに抵抗を感じなくなっている
自分がいて、成長を感じて嬉しかったです。
それが自信にもなり、将来英語を使って日
本と海外の橋渡しができるような仕事をし

たいという夢もできました。
留学生活の醍醐味は、人との出会いを通
して視野が広がることだと思います。留学
をすると、様々な人と出会います。そこから
新しい価値観を知り、日本や自分について
客観的に見つめることができます。壁にぶ
つかることもあると思いますが、それも含め
て自分が成長できる素晴らしい機会です。
海外や英語に興味がなくても、おもしろい
経験をしてみたいという思いだけでも留学
に挑戦してみる価値はあります。もし少しで
も興 味があれば、ぜひトライしてみて下さ
い！
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国際コミュニケーションセンター

現代ではあらゆる国の情報がキーボードひとつで簡単に呼び出せる世

の中にあります。そうしたマルチメディアの発達や学術研究での国際協

力を背景に、外国語の運用能力がこれまでにないほど強く求められてい

ます。それはスキル重 視の運 用 能

力だけでなく、異文化に対する深い

理解力を伴う真のコミュニケーショ

ン能力です。こうしたニーズに応え

るべく重層的な外国語教育を進め

ています。

国際コミュニケーションセンターでは外国語研究および外国語科目に

関わる教育についての企画、運営、実施などを行うとともに、国際学術

交流・留学のための外国語教育支援を行っています。外国語学習の

ためのオリエンテーションやスキルアップをめざすアドバンストコース、

TOEFLやTOEICなどの外部試験の実施、海外語学研修などの支援

策できめ細やかに学生をバックアップしています。

グローバリゼーションの進展、また電子技術の発展により世界が広がるようになった

今、外国語を介して異文化と接触する環境はより身近になってきました。そうしたな

か、国際コミュニケーションセンターでは、より高度で多様な外国語能力を育成するため

のカリキュラム整備や、コンピュータを利用した外国語教育環境の導入、留学生との

会話やコミュニケーションができるランゲージ・ハブ室の設置、授業外のプレゼンやラ

イティング力の向上をサポートする英語支援プログラム（KALCS）など、さまざまな取

り組みを行っています。

実践的な外国語教育で国際人を育成 さまざまな教育支援で異文化を理解

神戸大学の学生にふさわしい
外国語教育の企画と実践

学習意欲の旺盛な学生の要求に
応えうる学習環境の整備

外国語教育の方法と言語の
文化的背景、機能・構造の研究

国際教育
International Education

本学では、平成15年度より、国際コミュニケーショ

ンセンターにおいて、リスニング・スピーキング能力

をはじめとする外国語能力の向上と異文化理解の

強化を目的に、海外での短期外国語研修を企画・

実施しています（開催研修・開催地は、年度ごとに

異なります。）。

英語研修では、米国西部ワシントン州に位置する

ワシントン大学における研修が実施されます。更

に、台湾の台湾大学における研修も始まりました。

中国語研修では、外国語大学の中国最高学府・

北京外国語大学。豊富な食文化と優れた芸術を

誇る中国の首都で、その歴史を感じながら、充実し

た研修が受けられます。

ドイツ語研修は、世界遺産にも認定されるほど美し

い街並をたずさえたオーストリアの古都グラーツに

位置するグラーツ大学。研究者や学生が多く居住

する大学街です。

フランス語研修は、古い歴史を持つフランス第二

の都市リヨンで実施されます。研修先のリヨン・カト

リック大学は、フランス語教育機関としての実績も

豊富で、毎年50カ国からの研修生を集めていま

す。また、本センターの専任・特任教員が神戸大学

の外国語教育の質的向上に資する理論的・実践

的な研究を展開すべく、提携大学・研究機関等を

訪問し、学術交流・意見交換を行っています。

外国語能力の向上と異文化理解の強化へ
世界的にも名高い大学へ語学研修を実施

海外外国語研修

■これまでの主な派遣先大学

言　語

英　語

中国語

ドイツ語

大学名

ワシントン大学

台湾大学

北京外国語大学

グラーツ大学

フランス語 リヨン・カトリック大学

真の異文化コミュニケーションに必要な
言語能力の育成と深い文化理解をめざしています ホームページ

http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/kobe-gcp/

神戸グローバルチャレンジプログラムは、1つ

のクォーターと長期休暇を合わせて「チャレン

ジターム」として設定し、その期間に学生が海

外のフィールドで学修活動を行うプログラムで

す。このプログラムに参 加すれば、国 際 的な

フィールドで行う学修活動を通して、グローバ

ル人材として必要な「課題発見・解決能力」と

は何かを直接感じ、またその必要性に気づくこ

とができるでしょう。そして、そこでの気づきは、

その後大学での学びを深めたり、海外留学等

さらなる国際的な活動にチャレンジしたりする

きっかけになるでしょう。

2020年度は、18コースをアジアや欧米等で

実施します。これら多種多様な学外学修コー

スにおける学 修 成 果は、総 合 教 養 科目「グ

ローバルチャレンジ実習」として単位が授与さ

れます。

大学最初のチャレンジ～海外へ行こう！

神戸グローバルチャレンジプログラム

インターンシップ型　【2019年8月31日～9月28日　法学部　1年】
体験談

インターンシップチャレンジコース（モンゴル）01
私は4週間、モンゴルの新モンゴル高専の
日本語クラスで日本語教育の指導補助の
インターンを行いました。
私のこのプログラムへの参加動機は長期
休暇を有意義なものにしたい、そして未知
のことに挑戦したいというものです。
日本語教育指導補助の仕事は書き取り練
習のチェック、会話練習の相手や例文の
読み上げ、教材作成と多岐に渡りました。
日本語教育の専門知識がなくわからない
ことも多い中、現地の日本語教員の方々
は親身に仕事を教えてくれました。生徒た
ちとも最後は打ち解けることができ、廊下
で「先生、こんにちは」と声をかけてもらい
やりがいと喜びを感じることができました。
高専での授業以外でも博物館やチベット
仏教寺院の見学、伝統芸能の鑑賞、草原
マラソンへの参加、ゴビ砂漠やテレルジ国
立公園の訪問とモンゴルの文化・自然に
触れる機会を多く得られました。また滞在

先の寮では、現地の学生との共同生活を
通じ、多くの交 流の機 会が 得られ、価 値
観・生活習慣の違いを理解するとともに親
睦を深めることができました。
今回の活動で私は状況対応力・チャレン
ジ精神を養うとともに、ほかの文化を理解し
受け入れる寛容性を身に付けることができ
たと思います。
活動を振り返ると、私はモンゴルで出会っ
た多くの人たちの助けのおかげで課題を乗
り越えることができたと思います。今回の経
験を自身の今後の大学での学修・卒業後

のキャリアに活かすだけでなく、私を助けて
くれたモンゴルの人たちのように他の学生
に還元していくことができればと思います。

神戸グローバルチャレンジプログラム

プログラムを通じて『3つのチカラ』を伸ばそう！

国際的なフィールドでの多様な学外学修コース

● 学びの動機づけ
● 主体的な学修の促進
● 国際的なフィールドでの
 更なる活動にチャレンジ
 する精神を育成
● 英語運用力の向上

● 課題発見・解決型
 グローバル人材
 となること

フィールドワーク
型

サマースクール
型

インターンシップ
型

ボランティア
型

学生企画
型

学びの効果

卒業時の目標

チームワーク力 自己修正力 課題挑戦力

異なる国や環境・文化で暮らす人
や異なる立場の人たちと関わり
協力して、同じ目標を達成する力

自分自身をよりよく成長させる
ために自らの意思で目標を立てて
挑んでいく力

プログラムに参加した
学生が最終的に身に
付ける3つのチカラを
測定

他者の意見や姿勢から学ぶべき点
を発見し、自分の考えや学修を柔軟
に修正する力

3～4年生

卒業時

水準0

水準1

水準2

水準3

1～2年生
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国際コミュニケーションセンター
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り組みを行っています。
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文化的背景、機能・構造の研究
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ンセンターにおいて、リスニング・スピーキング能力

をはじめとする外国語能力の向上と異文化理解の

強化を目的に、海外での短期外国語研修を企画・

実施しています（開催研修・開催地は、年度ごとに

異なります。）。

英語研修では、米国西部ワシントン州に位置する

ワシントン大学における研修が実施されます。更

に、台湾の台湾大学における研修も始まりました。
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触れる機会を多く得られました。また滞在

先の寮では、現地の学生との共同生活を
通じ、多くの交 流の機 会が 得られ、価 値
観・生活習慣の違いを理解するとともに親
睦を深めることができました。
今回の活動で私は状況対応力・チャレン
ジ精神を養うとともに、ほかの文化を理解し
受け入れる寛容性を身に付けることができ
たと思います。
活動を振り返ると、私はモンゴルで出会っ
た多くの人たちの助けのおかげで課題を乗
り越えることができたと思います。今回の経
験を自身の今後の大学での学修・卒業後

のキャリアに活かすだけでなく、私を助けて
くれたモンゴルの人たちのように他の学生
に還元していくことができればと思います。

神戸グローバルチャレンジプログラム

プログラムを通じて『3つのチカラ』を伸ばそう！

国際的なフィールドでの多様な学外学修コース

● 学びの動機づけ
● 主体的な学修の促進
● 国際的なフィールドでの
 更なる活動にチャレンジ
 する精神を育成
● 英語運用力の向上

● 課題発見・解決型
 グローバル人材
 となること

フィールドワーク
型

サマースクール
型

インターンシップ
型

ボランティア
型

学生企画
型

学びの効果

卒業時の目標

チームワーク力 自己修正力 課題挑戦力

異なる国や環境・文化で暮らす人
や異なる立場の人たちと関わり
協力して、同じ目標を達成する力

自分自身をよりよく成長させる
ために自らの意思で目標を立てて
挑んでいく力

プログラムに参加した
学生が最終的に身に
付ける3つのチカラを
測定

他者の意見や姿勢から学ぶべき点
を発見し、自分の考えや学修を柔軟
に修正する力

3～4年生

卒業時

水準0

水準1

水準2

水準3

1～2年生
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人類はその歴史の中で、言語・哲学・文学・芸術と
いったさまざまな“文化”を作り上げてきました。文化
を研究対象とする人文学の出発点は、人間はその
歴史の中でなんと複雑なものを作り上げてきたの
だろうかという驚きであり、それはどのように創造され
受け継がれてきたのだろうかという好奇心です。文
学部人文学科の５講座では、個々の学生がもつこ
のような素朴な驚きや好奇心を学問的に深めてい
きます。哲学講座・文学講座・史学講座がカバーす
る古典的学問領域では、自分の驚き・好奇心を共
有する多くの知的先人がいたことを発見し、その学
問的意義を理解します。知識システム講座・社会
文化講座では、調査・実験といった研究手法、コン
ピュータを使ったデータ解析を通じて、素朴な驚き・
好奇心を新たな文化の創造につなげていきます。 

哲学専修
古代ギリシア哲学をはじめ、ドイツ哲学・フランス哲学・
英米哲学、さらには近代日本の哲学にまで至る、さまざ
まな時代と地域の哲学を専門とするスタッフによって、
体系的な教育が行われます。哲学の基礎概念や方
法論を修得し、原書を読む読解能力を固めた上で、演
習や論文指導等を少人数教育で行います。また、生
命・医療、科学技術・環境等に関する現代の哲学・
倫理学を学ぶことができます。

国文学専修
国語学、国文学及び国文学近代の3分野からなり、
古典から近現代までの日本文学と日本語の研究を
行います。自身が置かれている歴史的・文化的位置
を確かめたい学生にとっては最適のコースです。
中国文学専修
中国語圏の文学や思想を通じて中国文化への理
解を深めます。演習では古典語・現代語のいずれ

においても、記述が行われた背景を考えながら文
意を理解していきます。
英米文学専修
英米文学の深い理解のためには、英語のみならず、
言語そのものへの深い関心と文学をとりまく
社会的・文化的背景への深い関心が必要不可欠
です。こうした研究によって文学の新鮮な香りを
求めることから研究の一歩を踏み出します。
ドイツ文学専修
ドイツをはじめ、オーストリアやスイスなどのドイツ
語圏の文学・文化・思想を幅広く学び、研究する
専修です。時代的、地域的、そして作家や詩人の
個人史的な背景を勘案しながら、ひとつひとつの
言葉を丁寧に解釈することで、ドイツ語を使って
生み出されてきた多様な文学作品を読み解いて
いきます。
フランス文学専修
フランス文学は流派や思潮の違いを超えて、

「人間」とは何か、「言語」とは何かを真剣に考え、
問い続けてきました。こうして人の精神形成にま
で影響を与えたフランス文学に多様な角度からア
プローチします。

日本史学専修
既存の学説を現代の視点から再検討し、新たな歴
史像を作り上げるのが歴史学研究です。日本史学
では文献研究とともに、現地でのフィールドワーク
を重視しています。日本のあり方が国際社会の中
で問われている今こそ、日本の歴史を再検討する
ことが重要になっています。
東洋史学専修
現在では、中国やイスラム世界の動向を無視して国
際社会を語ることはできません。東洋史学では、（古
来より多民族で）複数の文明・宗教・言語を有し多
様性に富む東洋を、複合的・体系的に研究します。
西洋史学専修
西洋史学は、主にヨーロッパとアメリカ大陸の歴
史を研究します。この専修では、キリスト教やギリ
シャ・ローマ文化から大きな影響を受け、ヨーロッパ
文化を担ってきた社会や国家の仕組み、政治など
を現代の問題意識から研究します。

心理学専修
人間の「こころ」と行動を科学的に解明しようとす
るのが現代の心理学です。感覚や知覚はどこから
来るのか。記憶や思考など高次の精神作用の仕
組みは何か。人間の本質に関わるこれらの問題を
解くため、実験・観察・調査といった実証的方法を
駆使しながら迫っていきます。
芸術学専修
人類の生み出した最も偉大な成果の芸術につい
て、創造や体験の構造だけでなく、造形（現代アー
ト・建築・デザイン論）や映像（写真・映画論）、上
演（音楽論、演劇・舞踊論）などを主に研究対象
とします。
言語学専修
言語学はことばのあらゆる側面を研究対象とし、自
然言語のメカニズムの解明を目指します。日本語
や英語などの個別言語の研究や言語一般にわた
る文法・意味・音声の仕組みを探る理論言語学の
研究をおこないます。ことばの研究を通して人
間の本質は何かという問題に迫っていきます。

社会学専修
現代社会に生きる人々の生活や自己表現の実態
と社会的な諸問題を、社会関係、集団、階層、価
値観のあり方から研究します。また、グローバル化
する世界のなかで人々のトランスナショナルな移
動が、人間生活の共同のあり方をどのように変容
させているかというテーマを探究します。
美術史学専修
文化遺産や近現代の建築や都市空間、ポスターや
写真、また歴史文化遺産である美術作品などの視
覚的な表現すべてを対象に、そこから豊かなメッセー
ジを読み解き、過去の人々の考え方や現代文化の
隠された意味、真実を実証的に研究していきます。
地理学専修
地理学とは人間社会の基盤である「空間」を対象
とする学問です。様々な土地を歩き、風景や景観を
観察し、そこに生きる人々の声に耳を傾けるフィー
ルドワークは、もっとも基本的な地理学の姿勢で
す。そこから自分なりの問いを生み出し、地図や文
献を読み解きながら研究を深めていきます。

文学部
Faculty of Letters

学部の特色

哲学・文学・史学といった古典的な
学問領域と知識・社会に関する先端的
な学問領域を融合。古典・先端という
２つの視 点から人 文 学を体 系 的に
学習します。

1 2 １学年１00人の学生に対し、５０人の
教員で徹底した少人数教育を実現。
質・量ともに最高レベルの教育体制
で、学生の好奇心をかきたて、人文学
の真髄を伝授します。

3 専門分野は、入学後、１年をかけて
ゆっくり決めることができます。１５に及ぶ
専門分野のすべてがガイダンス的講義を
行うので、それぞれの専門分野の特徴
をよく理解することができます。

自分の環境や生き方を別角度から見る
わたしが所属している社会学専修では、個々人を超えたとこ
ろにある社会のしくみについて学びます。人はなぜ一人でい
るときと大勢でいるときとで異なる行動をとることがあるのだろ
う、自分にとっての家族とはどこからどこまでの人たちを言うの
だろう、地域のお祭りを支えているのはどういう人たちなのだ
ろう、自分と隣町に住む同級生とに与えられてきた機会は本
当に平等だったのだろうか、もし平等でなかったのなら、それ
はどうしてだったのだろう……。これらはいずれも社会学的な
問いの例です。グローバル化する世界のなかで、わたしたち
の身近な社会も変容しつづけていますが、その変化を見てい
くことも社会学の主要な関心です。

文学部ではそのほかにも、自分の環境や生き方を考えるため
のヒントを、さまざまな分野で学ぶことができます。ことば、ここ
ろ、歴史、文学、芸術、哲学、空間……。これらについて探求
していくことは、単にウンチクを身につけたり情報を得たりする
だけのことではなく、当たり前のように思ってきた事柄を別の
角度から見てみるという「もののみかた」を学び、そして「自分
が見つけたものをいかに表現し伝えるか」を模索することでも
あります。本学部での学びを通じて、これまで毎日のなかで何
げなく見聞きしてきたことが、ゆたかな意味と不可思議さをと
もなって目の前に浮かび上がってくるかもしれません。

文学部 准教授

酒井 朋子

古典に通じて文化を深く理解し、
新たな文化を創造する人材を育成

哲学講座

文学講座

史学講座 知識システム講座 社会文化講座人文学科

教員メッセージ

「本当の興味」が
見つかる場所

神戸大学の文学部ではすべての専修の授業を受けることができるので、自分の
本当の興味が見つかると思います。1回生では入門の授業を履修して入る専修
をじっくり選ぶことができ、配属が決まってからも他の専修の授業に参加して幅
広い知見を得ることができます。私自身、高校で地理を学んではいないのですが、
入門の授業で地理学の魅力に惹かれて地理学専修に入りました。しかし、もとも
と興味があった文学や芸術学などの授業もたくさん受けることができています。幅
広く授業を受けることで、一見関係のなさそうな分野の間の共通項を見つける楽
しさを是非味わってほしいです。

学生メッセージ

人文学科
地理学専修 4年

松下 優花

他者との
交流を通して
成長できる場

文学部は少人数体制の専修のため、学年問わず議論を通して切磋琢磨できる
環境が整っています。また、近年はグローバル人材の育成にも取り組んでおり、
私も外国人講師や留学生の方たちと英語で討論する授業を受講したことで、語
学力だけでなく洞察力や対話力を養うことができました。そしてこれらは、社会人と
なった今も、日々の職務において役立っています。文学部の醍醐味のひとつは、
様々な人と接し、多方面にわたる能力を身につけられることです。本学部での勉
学、すばらしい師との出会い、学友たちとの交流は、私にとって人生の支柱となり
ました。

卒業生メッセージ

人文学科
フランス文学専修
平成29年3月卒

神戸市役所

板谷 麻鈴

人間存在の原点を探求し、広い知識と
深い洞察力を身につけて、
新たな価値創造を目指す
私たちの祖先が脈 と々築き上げてきた文化を研究対象とし、人間存在の深みに光をあて、人間の文化的営みや存在意義の理解を追求します。
このような学問的追究を重ねることで、深遠な人類の英知を十全に理解することを目指します。
その一方、過去の知的遺産を消化したうえで、既成の価値観にとらわれない新たな文化の創造を目指します。

文
学
部

文
学
部
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人類はその歴史の中で、言語・哲学・文学・芸術と
いったさまざまな“文化”を作り上げてきました。文化
を研究対象とする人文学の出発点は、人間はその
歴史の中でなんと複雑なものを作り上げてきたの
だろうかという驚きであり、それはどのように創造され
受け継がれてきたのだろうかという好奇心です。文
学部人文学科の５講座では、個々の学生がもつこ
のような素朴な驚きや好奇心を学問的に深めてい
きます。哲学講座・文学講座・史学講座がカバーす
る古典的学問領域では、自分の驚き・好奇心を共
有する多くの知的先人がいたことを発見し、その学
問的意義を理解します。知識システム講座・社会
文化講座では、調査・実験といった研究手法、コン
ピュータを使ったデータ解析を通じて、素朴な驚き・
好奇心を新たな文化の創造につなげていきます。 

哲学専修
古代ギリシア哲学をはじめ、ドイツ哲学・フランス哲学・
英米哲学、さらには近代日本の哲学にまで至る、さまざ
まな時代と地域の哲学を専門とするスタッフによって、
体系的な教育が行われます。哲学の基礎概念や方
法論を修得し、原書を読む読解能力を固めた上で、演
習や論文指導等を少人数教育で行います。また、生
命・医療、科学技術・環境等に関する現代の哲学・
倫理学を学ぶことができます。

国文学専修
国語学、国文学及び国文学近代の3分野からなり、
古典から近現代までの日本文学と日本語の研究を
行います。自身が置かれている歴史的・文化的位置
を確かめたい学生にとっては最適のコースです。
中国文学専修
中国語圏の文学や思想を通じて中国文化への理
解を深めます。演習では古典語・現代語のいずれ

においても、記述が行われた背景を考えながら文
意を理解していきます。
英米文学専修
英米文学の深い理解のためには、英語のみならず、
言語そのものへの深い関心と文学をとりまく
社会的・文化的背景への深い関心が必要不可欠
です。こうした研究によって文学の新鮮な香りを
求めることから研究の一歩を踏み出します。
ドイツ文学専修
ドイツをはじめ、オーストリアやスイスなどのドイツ
語圏の文学・文化・思想を幅広く学び、研究する
専修です。時代的、地域的、そして作家や詩人の
個人史的な背景を勘案しながら、ひとつひとつの
言葉を丁寧に解釈することで、ドイツ語を使って
生み出されてきた多様な文学作品を読み解いて
いきます。
フランス文学専修
フランス文学は流派や思潮の違いを超えて、

「人間」とは何か、「言語」とは何かを真剣に考え、
問い続けてきました。こうして人の精神形成にま
で影響を与えたフランス文学に多様な角度からア
プローチします。

日本史学専修
既存の学説を現代の視点から再検討し、新たな歴
史像を作り上げるのが歴史学研究です。日本史学
では文献研究とともに、現地でのフィールドワーク
を重視しています。日本のあり方が国際社会の中
で問われている今こそ、日本の歴史を再検討する
ことが重要になっています。
東洋史学専修
現在では、中国やイスラム世界の動向を無視して国
際社会を語ることはできません。東洋史学では、（古
来より多民族で）複数の文明・宗教・言語を有し多
様性に富む東洋を、複合的・体系的に研究します。
西洋史学専修
西洋史学は、主にヨーロッパとアメリカ大陸の歴
史を研究します。この専修では、キリスト教やギリ
シャ・ローマ文化から大きな影響を受け、ヨーロッパ
文化を担ってきた社会や国家の仕組み、政治など
を現代の問題意識から研究します。

心理学専修
人間の「こころ」と行動を科学的に解明しようとす
るのが現代の心理学です。感覚や知覚はどこから
来るのか。記憶や思考など高次の精神作用の仕
組みは何か。人間の本質に関わるこれらの問題を
解くため、実験・観察・調査といった実証的方法を
駆使しながら迫っていきます。
芸術学専修
人類の生み出した最も偉大な成果の芸術につい
て、創造や体験の構造だけでなく、造形（現代アー
ト・建築・デザイン論）や映像（写真・映画論）、上
演（音楽論、演劇・舞踊論）などを主に研究対象
とします。
言語学専修
言語学はことばのあらゆる側面を研究対象とし、自
然言語のメカニズムの解明を目指します。日本語
や英語などの個別言語の研究や言語一般にわた
る文法・意味・音声の仕組みを探る理論言語学の
研究をおこないます。ことばの研究を通して人
間の本質は何かという問題に迫っていきます。

社会学専修
現代社会に生きる人々の生活や自己表現の実態
と社会的な諸問題を、社会関係、集団、階層、価
値観のあり方から研究します。また、グローバル化
する世界のなかで人々のトランスナショナルな移
動が、人間生活の共同のあり方をどのように変容
させているかというテーマを探究します。
美術史学専修
文化遺産や近現代の建築や都市空間、ポスターや
写真、また歴史文化遺産である美術作品などの視
覚的な表現すべてを対象に、そこから豊かなメッセー
ジを読み解き、過去の人々の考え方や現代文化の
隠された意味、真実を実証的に研究していきます。
地理学専修
地理学とは人間社会の基盤である「空間」を対象
とする学問です。様々な土地を歩き、風景や景観を
観察し、そこに生きる人々の声に耳を傾けるフィー
ルドワークは、もっとも基本的な地理学の姿勢で
す。そこから自分なりの問いを生み出し、地図や文
献を読み解きながら研究を深めていきます。

文学部
Faculty of Letters

学部の特色

哲学・文学・史学といった古典的な
学問領域と知識・社会に関する先端的
な学問領域を融合。古典・先端という
２つの視 点から人 文 学を体 系 的に
学習します。

1 2 １学年１00人の学生に対し、５０人の
教員で徹底した少人数教育を実現。
質・量ともに最高レベルの教育体制
で、学生の好奇心をかきたて、人文学
の真髄を伝授します。

3 専門分野は、入学後、１年をかけて
ゆっくり決めることができます。１５に及ぶ
専門分野のすべてがガイダンス的講義を
行うので、それぞれの専門分野の特徴
をよく理解することができます。

自分の環境や生き方を別角度から見る
わたしが所属している社会学専修では、個々人を超えたとこ
ろにある社会のしくみについて学びます。人はなぜ一人でい
るときと大勢でいるときとで異なる行動をとることがあるのだろ
う、自分にとっての家族とはどこからどこまでの人たちを言うの
だろう、地域のお祭りを支えているのはどういう人たちなのだ
ろう、自分と隣町に住む同級生とに与えられてきた機会は本
当に平等だったのだろうか、もし平等でなかったのなら、それ
はどうしてだったのだろう……。これらはいずれも社会学的な
問いの例です。グローバル化する世界のなかで、わたしたち
の身近な社会も変容しつづけていますが、その変化を見てい
くことも社会学の主要な関心です。

文学部ではそのほかにも、自分の環境や生き方を考えるため
のヒントを、さまざまな分野で学ぶことができます。ことば、ここ
ろ、歴史、文学、芸術、哲学、空間……。これらについて探求
していくことは、単にウンチクを身につけたり情報を得たりする
だけのことではなく、当たり前のように思ってきた事柄を別の
角度から見てみるという「もののみかた」を学び、そして「自分
が見つけたものをいかに表現し伝えるか」を模索することでも
あります。本学部での学びを通じて、これまで毎日のなかで何
げなく見聞きしてきたことが、ゆたかな意味と不可思議さをと
もなって目の前に浮かび上がってくるかもしれません。

文学部 准教授

酒井 朋子

古典に通じて文化を深く理解し、
新たな文化を創造する人材を育成

哲学講座

文学講座

史学講座 知識システム講座 社会文化講座人文学科

教員メッセージ

「本当の興味」が
見つかる場所

神戸大学の文学部ではすべての専修の授業を受けることができるので、自分の
本当の興味が見つかると思います。1回生では入門の授業を履修して入る専修
をじっくり選ぶことができ、配属が決まってからも他の専修の授業に参加して幅
広い知見を得ることができます。私自身、高校で地理を学んではいないのですが、
入門の授業で地理学の魅力に惹かれて地理学専修に入りました。しかし、もとも
と興味があった文学や芸術学などの授業もたくさん受けることができています。幅
広く授業を受けることで、一見関係のなさそうな分野の間の共通項を見つける楽
しさを是非味わってほしいです。

学生メッセージ

人文学科
地理学専修 4年

松下 優花

他者との
交流を通して
成長できる場

文学部は少人数体制の専修のため、学年問わず議論を通して切磋琢磨できる
環境が整っています。また、近年はグローバル人材の育成にも取り組んでおり、
私も外国人講師や留学生の方たちと英語で討論する授業を受講したことで、語
学力だけでなく洞察力や対話力を養うことができました。そしてこれらは、社会人と
なった今も、日々の職務において役立っています。文学部の醍醐味のひとつは、
様々な人と接し、多方面にわたる能力を身につけられることです。本学部での勉
学、すばらしい師との出会い、学友たちとの交流は、私にとって人生の支柱となり
ました。

卒業生メッセージ

人文学科
フランス文学専修
平成29年3月卒

神戸市役所

板谷 麻鈴

人間存在の原点を探求し、広い知識と
深い洞察力を身につけて、
新たな価値創造を目指す
私たちの祖先が脈 と々築き上げてきた文化を研究対象とし、人間存在の深みに光をあて、人間の文化的営みや存在意義の理解を追求します。
このような学問的追究を重ねることで、深遠な人類の英知を十全に理解することを目指します。
その一方、過去の知的遺産を消化したうえで、既成の価値観にとらわれない新たな文化の創造を目指します。

文
学
部

文
学
部
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次世代育成を通したグローバル共生社会の実現を目指
し、グローバル社会に関わる幅広い視野を持ち、子どもと
学校が抱える課題を多面的に認識し実践的に解決す
る能力をもつ初等教育教員等を養成します。そのために
本学科では、次の２つの教育研究分野を置いています。

「学校教育学」では、小学校を中心とした教育理念、
制度、教育内容と方法に関する教育研究を行うとと
もに、インクルーシブ教育の観点から、特別支援教育
に関する教育研究を行います。

「乳幼児教育学」では、乳幼児期を中心とした教育理
念、制度、保育内容と方法に関する教育研究を行う
とともに、幼小連携教育の観点から、小学校教育に
関する教育研究を行います。
いずれにおいても、専門的な学修と学校現場での実
習とを有機的に連関させることで、初等教育教員とし
ての実践的指導力を養うと同時に、子どもの教育を
探究する研究能力の基礎を培います。

多文化状況や文化摩擦をめぐる現代的課題の解
決に向けて国境を越えるコミュニケーションを駆使で
きるリーダーシップを育成するという本学科の教育目
標を達成するため、文化、社会、コミュニケーションと
いうキー・タームを軸に、以下の３つの教育研究分
野を置いています。

「グローバル文化形成」では、今日の多様な文化と価
値観が、いかにして形成され、また変容してきたのかを
正確に把握し、我が国との比較も交えた異文化理解
を進めるための教育研究を行います。

「グローバル社会動態」では、情報・資本・人・モノの活
発な移動とともに社会が急速にグローバル化している
中、現代世界が直面する諸課題の解決策を模索し発
信するための教育研究を行います。

「グローバル・コミュニケーション」では、言語による
コミュニケーションの可能性と問題点や、ICTを用いた多
彩な情報処理の方法について教育研究を行います。

国際人間科学部
Faculty of Global Human Sciences

学部の特色

様々なグローバルイシューを文理の枠
を越えて理解できる想像力、多様な
人々と協働できるリーダーシップ、外国
語やICTを使いこなすコミュニケーショ
ン能力等を培う基礎教育を実施します

1 2 学生全員が、グループ学修を含む能動
的な「事前学修」と「事後学修」を履修
するとともに、海外での研修とフィールド
学修に参加するグローバル・スタディー
ズ・プログラム（GSP）を実施します

3 「異文化理解」、「人間発達」及び「環
境共生」の観点から、私たちを取り巻く
グローバルな諸課題を深く理解し、解
決への道筋を発信できる人材を養成
する専門教育を実施します

理系と文系の垣根を超えて
気候変動、生物多様性の喪失、新興感染症の発生や拡大な
ど、私たちは様々な環境問題に直面しています。これらの問題を
解決するには、どんなことを調べて、どんな対策をとればいいの
でしょうか。言葉を変えると、環境問題に取り組むために必要な
学問分野って何でしょうか。
たとえば、私の専門分野に関係するところで、生物多様性の喪
失について考えてみましょう。私は環境中のDNA情報を用いて
野生生物のモニタリングを正確かつ迅速に行う手法の開発を
行っています。この「環境DNA分析」と呼ばれる手法はここ10
年ほどの間に著しく発展しており、神戸大学はこの分野をリード
する存在です。この手法を用いることで、生物多様性の現状を

把握することができます。しかし、問題を解決に導くためには、た
とえば多様性の喪失が経済的にどれほどの損失につながるの
かといった分析や、問題の進行を食い止めるための法整備な
どが必要になります。このように、問題を発掘し、状況を正しく把
握し、対策を打つといった一連の流れを実行するためには、文
理あわせた様々な分野が協同しなければなりません。
国際人間科学部の環境共生学科には理系も文系も含めた
様々な研究教育分野の教員が揃っており、種々の環境問題
についてその分析から解決のための道筋までを学び研究する
ことができます。環境問題に本気で取り組んでみたいという志を
持った皆さんをお待ちしています。

国際人間科学部 准教授

源 利文

多文化状況や文化摩擦をめぐる
課題に取り組む人材を養成します

グローバル文化学科

人々の多様性と異質性を尊重した持続可能なグロー
バル共生社会の実現を目指し、人間の多様な発達
と、発達を支えるコミュニティに関する教育研究を行う
ことにより、人間がより良く生きるとともに、それを可能
にする多様なコミュニティを形成するための能力を身
に付けた人材を養成します。この目的を踏まえ、本学
科は、人間の心身の発達や人間の最も本質的な特
性である表現や行動（アートやスポーツ）の発達など、
人間発達の全体像を把握するための基礎的な専門
教育を行う「発達基礎」、人間の表現活動やスポーツ
行動をリソースとしたコミュニティ形成に関する理論
的・実践的な専門教育を行う「コミュニティ形成」の２
つの教育研究分野を置いています。
本学科の専門教育の特色は、人間発達を多面的に捉
える学際性と総合性とともに、国内外でのフィールド学
習や現場実践、スタディー・ツアーを採り入れたアクショ
ンリサーチ型の実践的教育を推進する点にあります。

人間の発達とそれを支えるコミュニティの
実現に取り組む人材を養成します

発達コミュニティ学科

人間と環境の調和に根ざす持続可能なグローバル共
生社会の実現を目指し、身近な環境から地球環境に
至る幅広い環境について、様々な問題を発見・立論
し、解決に導くために必要な能力を身に付けた人材を
養成します。この目的を踏まえ、本学科は、環境の成り
立ちを解析し、課題を発見・立論するために必要な基
礎科学の専門教育を行う「環境基礎科学」、環境改
善のための技術・システム、政府・自治体の政策、教育
と市民参加、企業・NPO・NGO等の活動に関する専
門教育を行う「環境形成科学」という２つの教育研究
分野を置いています。
本学科の専門教育は、高度の学術を重視すると同時
に、国内外でのフィールドワークと多彩な調査、最先端
の科学実験などをともなう活動的な教育研究を進め、
さらに、多様な環境改善プロジェクトやNPO・NGO等
の環境関連活動との接点を持つことによって、実践的
な能力の育成を目指す点を特徴としています。

グローバル共生社会を支える環境を
創り出す文理融合型人材を養成します 

環境共生学科 子ども教育学科

教員メッセージ

多角的な視点から
事象を
見つめなおす

様々な価値観と
教育の面白さとの
出会い

私は異文化理解に関心があったのでグローバル文化学科に入りました。この学
部の魅力であるGSPを通して異文化に触れ、多文化共生の課題を解決する方
法を見つけたいと思っていました。入学後は多くの人と出会い、多様な価値観に
触れて様々な分野の知識を蓄えるうちに、多角的な視点から異文化理解につい
て考えることが可能になりました。イタリアのナポリに留学中の現在も、得た知識
や経験をもとに新たな視点を開拓しながら異文化理解について考え続けていま
す。この学部での学びは多面的な思考をもたらし、課題解決に向けて自分を成
長させてくれたと実感しています。

学生メッセージ

グローバル文化学科
4年

増井 奈香

子ども教育学科では主に教育について理論と実践の両方を重視して学びます。学
科の雰囲気は非常にアットホームで、温かく志の高い仲間に囲まれています。様々な
授業や教育実習を通して自分の考える教育像、教師像をより具体的にできるきっか
けとなり自分の教育に対する価値観の形成や振る舞い・思考の成長を感じました。
さらに私は多様なＧＳＰプログラムを活用してウガンダ、イギリス、韓国に行きました。自
分なりの「異文化理解」を見つけられたほか、マイノリティの経験を通して視野が広
がったことや身に付いた語学力は自分の自信になっており今後に活きる力になって
います。

学生メッセージ

子ども教育学科 4年

秋田 梓帆

グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）

実践型グローバル教育

学生全員が海外での研修とフィールド学修に参加し、グローバル社会に関する専門的な課題について
考察を深め、それを卒業研究へつなげていきます。将来「協働型グローバル人材」として社会に羽ばた
くために、海外での経験型学修が不可欠であるという観点から、GSPを「必修科目」に指定しています。
■専門性に応じて幅広い選択が可能
GSPの本体となる海外研修とフィールド学修では、身に付けたい専門性や希望に応じて、次の３つの
グローバル・スタディーズ（GS）コースを用意しています。
そのプログラムは多彩であり、世界中の多様な地域や文化圏で実施されます。

留学型GSコース実践型GSコース

事前学修

海外スタディツアー
海外インターンシップなど

研修型GSコース

海外語学研修と国内での
フィールド学修など

事後学修

中長期留学と
現地でのフィールド学修

国内での
フィールド学修

現地での
フィールド学修

中長期留学など
（フィールド学習要素を含む）
海外スタディツアー
海外インターンシップなど

海外語学研修など

グローバル共生社会に生きる次世代を
育てる高度な実践的教育人材を養成します 

持続可能なグローバル共生社会の
実現に貢献できる
「協働型グローバル人材」を養成します

異なる文化と環境のもとに育った人々が相互に認め合い、各人が生活の質の向上や心の豊かさを享受し、人間と自然の調和に根ざしたグローバル
共生社会を実現するために、現代世界で生起している環境、災害、民族、多文化化、経済格差、インターネット、少子高齢化、教育等に関わる様々な
課題（グローバルイシュー）を、深い人間理解と他者への共感をもって解決できる「協働型グローバル人材」を養成します。

国
際
人
間
科
学
部

国
際
人
間
科
学
部
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次世代育成を通したグローバル共生社会の実現を目指
し、グローバル社会に関わる幅広い視野を持ち、子どもと
学校が抱える課題を多面的に認識し実践的に解決す
る能力をもつ初等教育教員等を養成します。そのために
本学科では、次の２つの教育研究分野を置いています。

「学校教育学」では、小学校を中心とした教育理念、
制度、教育内容と方法に関する教育研究を行うとと
もに、インクルーシブ教育の観点から、特別支援教育
に関する教育研究を行います。

「乳幼児教育学」では、乳幼児期を中心とした教育理
念、制度、保育内容と方法に関する教育研究を行う
とともに、幼小連携教育の観点から、小学校教育に
関する教育研究を行います。
いずれにおいても、専門的な学修と学校現場での実
習とを有機的に連関させることで、初等教育教員とし
ての実践的指導力を養うと同時に、子どもの教育を
探究する研究能力の基礎を培います。

多文化状況や文化摩擦をめぐる現代的課題の解
決に向けて国境を越えるコミュニケーションを駆使で
きるリーダーシップを育成するという本学科の教育目
標を達成するため、文化、社会、コミュニケーションと
いうキー・タームを軸に、以下の３つの教育研究分
野を置いています。

「グローバル文化形成」では、今日の多様な文化と価
値観が、いかにして形成され、また変容してきたのかを
正確に把握し、我が国との比較も交えた異文化理解
を進めるための教育研究を行います。

「グローバル社会動態」では、情報・資本・人・モノの活
発な移動とともに社会が急速にグローバル化している
中、現代世界が直面する諸課題の解決策を模索し発
信するための教育研究を行います。

「グローバル・コミュニケーション」では、言語による
コミュニケーションの可能性と問題点や、ICTを用いた多
彩な情報処理の方法について教育研究を行います。

国際人間科学部
Faculty of Global Human Sciences

学部の特色

様々なグローバルイシューを文理の枠
を越えて理解できる想像力、多様な
人々と協働できるリーダーシップ、外国
語やICTを使いこなすコミュニケーショ
ン能力等を培う基礎教育を実施します

1 2 学生全員が、グループ学修を含む能動
的な「事前学修」と「事後学修」を履修
するとともに、海外での研修とフィールド
学修に参加するグローバル・スタディー
ズ・プログラム（GSP）を実施します

3 「異文化理解」、「人間発達」及び「環
境共生」の観点から、私たちを取り巻く
グローバルな諸課題を深く理解し、解
決への道筋を発信できる人材を養成
する専門教育を実施します

理系と文系の垣根を超えて
気候変動、生物多様性の喪失、新興感染症の発生や拡大な
ど、私たちは様々な環境問題に直面しています。これらの問題を
解決するには、どんなことを調べて、どんな対策をとればいいの
でしょうか。言葉を変えると、環境問題に取り組むために必要な
学問分野って何でしょうか。
たとえば、私の専門分野に関係するところで、生物多様性の喪
失について考えてみましょう。私は環境中のDNA情報を用いて
野生生物のモニタリングを正確かつ迅速に行う手法の開発を
行っています。この「環境DNA分析」と呼ばれる手法はここ10
年ほどの間に著しく発展しており、神戸大学はこの分野をリード
する存在です。この手法を用いることで、生物多様性の現状を

把握することができます。しかし、問題を解決に導くためには、た
とえば多様性の喪失が経済的にどれほどの損失につながるの
かといった分析や、問題の進行を食い止めるための法整備な
どが必要になります。このように、問題を発掘し、状況を正しく把
握し、対策を打つといった一連の流れを実行するためには、文
理あわせた様々な分野が協同しなければなりません。
国際人間科学部の環境共生学科には理系も文系も含めた
様々な研究教育分野の教員が揃っており、種々の環境問題
についてその分析から解決のための道筋までを学び研究する
ことができます。環境問題に本気で取り組んでみたいという志を
持った皆さんをお待ちしています。

国際人間科学部 准教授

源 利文

多文化状況や文化摩擦をめぐる
課題に取り組む人材を養成します

グローバル文化学科

人々の多様性と異質性を尊重した持続可能なグロー
バル共生社会の実現を目指し、人間の多様な発達
と、発達を支えるコミュニティに関する教育研究を行う
ことにより、人間がより良く生きるとともに、それを可能
にする多様なコミュニティを形成するための能力を身
に付けた人材を養成します。この目的を踏まえ、本学
科は、人間の心身の発達や人間の最も本質的な特
性である表現や行動（アートやスポーツ）の発達など、
人間発達の全体像を把握するための基礎的な専門
教育を行う「発達基礎」、人間の表現活動やスポーツ
行動をリソースとしたコミュニティ形成に関する理論
的・実践的な専門教育を行う「コミュニティ形成」の２
つの教育研究分野を置いています。
本学科の専門教育の特色は、人間発達を多面的に捉
える学際性と総合性とともに、国内外でのフィールド学
習や現場実践、スタディー・ツアーを採り入れたアクショ
ンリサーチ型の実践的教育を推進する点にあります。

人間の発達とそれを支えるコミュニティの
実現に取り組む人材を養成します

発達コミュニティ学科

人間と環境の調和に根ざす持続可能なグローバル共
生社会の実現を目指し、身近な環境から地球環境に
至る幅広い環境について、様々な問題を発見・立論
し、解決に導くために必要な能力を身に付けた人材を
養成します。この目的を踏まえ、本学科は、環境の成り
立ちを解析し、課題を発見・立論するために必要な基
礎科学の専門教育を行う「環境基礎科学」、環境改
善のための技術・システム、政府・自治体の政策、教育
と市民参加、企業・NPO・NGO等の活動に関する専
門教育を行う「環境形成科学」という２つの教育研究
分野を置いています。
本学科の専門教育は、高度の学術を重視すると同時
に、国内外でのフィールドワークと多彩な調査、最先端
の科学実験などをともなう活動的な教育研究を進め、
さらに、多様な環境改善プロジェクトやNPO・NGO等
の環境関連活動との接点を持つことによって、実践的
な能力の育成を目指す点を特徴としています。

グローバル共生社会を支える環境を
創り出す文理融合型人材を養成します 

環境共生学科 子ども教育学科

教員メッセージ

多角的な視点から
事象を
見つめなおす

様々な価値観と
教育の面白さとの
出会い

私は異文化理解に関心があったのでグローバル文化学科に入りました。この学
部の魅力であるGSPを通して異文化に触れ、多文化共生の課題を解決する方
法を見つけたいと思っていました。入学後は多くの人と出会い、多様な価値観に
触れて様々な分野の知識を蓄えるうちに、多角的な視点から異文化理解につい
て考えることが可能になりました。イタリアのナポリに留学中の現在も、得た知識
や経験をもとに新たな視点を開拓しながら異文化理解について考え続けていま
す。この学部での学びは多面的な思考をもたらし、課題解決に向けて自分を成
長させてくれたと実感しています。

学生メッセージ

グローバル文化学科
4年

増井 奈香

子ども教育学科では主に教育について理論と実践の両方を重視して学びます。学
科の雰囲気は非常にアットホームで、温かく志の高い仲間に囲まれています。様々な
授業や教育実習を通して自分の考える教育像、教師像をより具体的にできるきっか
けとなり自分の教育に対する価値観の形成や振る舞い・思考の成長を感じました。
さらに私は多様なＧＳＰプログラムを活用してウガンダ、イギリス、韓国に行きました。自
分なりの「異文化理解」を見つけられたほか、マイノリティの経験を通して視野が広
がったことや身に付いた語学力は自分の自信になっており今後に活きる力になって
います。

学生メッセージ

子ども教育学科 4年

秋田 梓帆

グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）

実践型グローバル教育

学生全員が海外での研修とフィールド学修に参加し、グローバル社会に関する専門的な課題について
考察を深め、それを卒業研究へつなげていきます。将来「協働型グローバル人材」として社会に羽ばた
くために、海外での経験型学修が不可欠であるという観点から、GSPを「必修科目」に指定しています。
■専門性に応じて幅広い選択が可能
GSPの本体となる海外研修とフィールド学修では、身に付けたい専門性や希望に応じて、次の３つの
グローバル・スタディーズ（GS）コースを用意しています。
そのプログラムは多彩であり、世界中の多様な地域や文化圏で実施されます。

留学型GSコース実践型GSコース

事前学修

海外スタディツアー
海外インターンシップなど

研修型GSコース

海外語学研修と国内での
フィールド学修など

事後学修

中長期留学と
現地でのフィールド学修

国内での
フィールド学修

現地での
フィールド学修

中長期留学など
（フィールド学習要素を含む）
海外スタディツアー
海外インターンシップなど

海外語学研修など

グローバル共生社会に生きる次世代を
育てる高度な実践的教育人材を養成します 

持続可能なグローバル共生社会の
実現に貢献できる
「協働型グローバル人材」を養成します

異なる文化と環境のもとに育った人々が相互に認め合い、各人が生活の質の向上や心の豊かさを享受し、人間と自然の調和に根ざしたグローバル
共生社会を実現するために、現代世界で生起している環境、災害、民族、多文化化、経済格差、インターネット、少子高齢化、教育等に関わる様々な
課題（グローバルイシュー）を、深い人間理解と他者への共感をもって解決できる「協働型グローバル人材」を養成します。

国
際
人
間
科
学
部

国
際
人
間
科
学
部
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法律学科 4年

西本 都加

法学部法律学科
平成２８年３月卒

弁護士法人
愛知総合

法律事務所

中村 展

先端的な研究・教育をめざし、その拠点となることを
目標とする神戸大学の全体の方針を受け、永年に
わたる法学・政治学等の学問的な活動によって今
日まで培ってきた蓄積と知的資産を活用して、幅広
い法学・政治学的素養を備え、高度な専門的要請
に応じられる人材の育成をめざしています。また、世
界有数の経済力を有する日本が、今後ますます国
際的責任を果たす必要性と使命に応えていくため、
国際的な領域において法学・政治学的な知識を活
かし活躍することができるよう、自ら考える主体性を育
みます。一社会人として社会の実態に呼応し、自己
の位置を直視し、客観的な分析能力・判断能力をも
つとともに、社会の改善と変革に取り組む姿勢をも
持てるよう、広い視野と深い理解を提供しつつ、可
能性と才能が開花するよう助力します。

法学部
Faculty of Law

学部の特色

西日本最大級の規模で、研究者として
もまた教科書執筆者としても全国レベ
ルで第一級の教授スタッフを布陣。水
準の高い教育集団の中で、知的刺激
を受けながら学習できます。

1 2 1年生の前期からすぐに法学・政治学
の専門科目の履修が可能。約100科
目もの講義が開講される中、同時に複
数の演習を履修できるなど個人の関
心を大切にしたカリキュラムです。

3 法学で培われる、問題を多角的に考え
妥当な解決を導き、対立する利益を調
整して適切な策を提案する能力は、客
観的・論理的な表現力という、社会が
求める技能につながります。

法と政治を軸に、
社会を倫理的に分析する
能力を高める
刻 と々変化する諸現象を分析し、将来の展望を予測する社会科学の素養を身につけること。
人々の間で発生するさまざまな問題を把握し、適切な解決へと導く「法的思考（リーガルマインド）」を身につけること。
多様な教育方法と多彩なカリキュラムにより、各自の興味と適性に応じた専門領域の知見を身に付けること。
加えて、法曹界で生きる法律専門職や公務員などの行政専門職に就くための基礎的能力の習得をめざします。

複眼的な思考の勧め
法学部における学習の内容は、様 な々具体的法律の解釈に加え、
法の背後にある思想や、法の形成・運用を実質的に規定する政
治のあり方など、非常に幅広い内容を含んでいます。このように、法
学部では、学習対象の幅広さの点からみても、幅広い複眼的な思
考を養成することが大切ですが、更に別の意味でも複眼的な思考
は重要です。それは、法や政治が、社会内の多様な人間の立場や
利益を前提として、人々の間に妥協や協力関係を成立させる役割
を果たしているからです。言いかえれば、法や政治の問題に関して、
社会の万人が一致して支持する意見というのはほとんど存在せず、
人 は々常にそうした問題に関して異なった立場を維持し続けることが
多いのです。

このように、法や政治の学習に際して複眼的な思考が重要なこと
は、政治学の祖として名高いアリストテレス以来、既に幾度となく指
摘されたところです。しかし、こうした複眼的思考の意義は、特に今日
の急速なグローバル化の中で、ますます高まってきています。というの
も、グローバル化の進んだ社会では、これまで以上に多様な文化
的・歴史的背景を持った人間が、多様な意見や利益を主張する機
会が確実に増えており、その中で人々の妥協点を探り、人々の共存
を図ることが法や政治には求められている。だからこそ、これからの法
学・政治学の学習には、より幅広い視野に立って未知の文化や
人 を々積極的に理解しようとする、強い好奇心とバイタリティーが求
められているのです。

社会科学の素養と
法的見識力で社会に呼応

法律学科

教員メッセージ

将来に活きる
知見の積み上げを

少人数制授業の
魅力

法学部生の進路は法曹に限らず公務員や民間、国際機関など多岐に渡ります。
本学では自らの将来像に近づく機会が多く用意されており、自主研究や留学に
挑戦することもできます。少人数授業は関心ある学問について一流の先生から
知見を得るチャンスです。先生方は学修・進路面で親身なアドバイスをくださいま
す。もちろん、法学から国際関係論に至るまで広く開講されている講義を通して
将来像を模索することもできます。多様かつ密度の濃い講義を通して新たな関
心や発見を得ることができるでしょう。本学で様々な経験を積み上げていけば自ら
の可能性の広がりを感じられるはずです。

学生メッセージ

弁護士の仕事は時として法的に困難な紛争・事件に直面します。そのようなとき
は文献等で調べ、解決策を自分の頭で考えることが必要となります。かかる場面
で必要となる調査力や創造力について、私は大学の法学部での学び、特に少人
数制の授業での学びが、今の土台になっていると思っています。少人数制の授
業では、法的問題点について自ら主体的に調べ、自分で考えることが求められま
す。他の学生や教授と議論することで、当該問題について、より理解を深めるこ
ともできます。皆さんも、少人数制の授業を通じて、大きく成長し、将来の糧として
いただけたらと思います。

卒業生メッセージ

法律の条文は一般的な形で書かれているので、具
体的な事件の解決方法として、そのまま当てはまると
いう訳ではありません。時には複数の解決方法が導
かれる場合もあります。また、法律ができてから時間が
経った場合には、社会情勢の変化で、予想しなかっ
た事態が発生することもあります。法律は、いわゆる
六法全書の中にあるのではなく、生きたかたちで社
会を機能させているのです。事件を解決するのに、ど
のような方法が最も適切かを考え、法律の解釈を行
うのが実定法学です。知的所有権、セクシャル・ハラ
スメント、医療事故といった具体的な事例も取り上
げつつ、学び考えていきます。他方基礎法学とは、
哲学、歴史学、社会学、経済学等の方法を用いて、
法の存立根拠、法的価値､法の歴史、法と社会現
象との関連などを研究する分野です。憲法・民法・
刑法等といった実定法学が、個別の紛争や事件に
即した法的知識や問題解決能力を学ぶのに対し
て、基礎法学は、こうした実定法学の基礎ともなりう
るような知識と視野を豊かにしようとするものです。

実定法学・基礎法学

政治学・国際関係論は、国内外における政治のあ
り方を問う学問です。私たちが生きている地域・国・
世界はさまざまな問題に直面していますが、それらに
対処していくためには、人々の利害を調整して、望ま
しい解決策を実施していく政治が求められていきま
す。「法」の制定過程においては、公共的な問題に
ついて考え、多様な意見を主張しあい、議論を重ね
て、最終的には一定の決定を下す「政治」の働きが
あります。この「政治」の領域で、何がどのように決定
されてきたか、これからどんな決定がなされるべきかを
考えていくのが政治学・国際関係論のテーマです。
政治学の分野では、政治とは何か、民主主義とは
何かといった根本的・原理的な問いや、議会や官
僚制といった制度の分析などに加えて規制緩和論
やジェンダーといった時事的な問題まで、より広範な
テーマを取り扱います。国際関係論の分野でも、国
家という枠組みを前提とする外交の問題だけでなく、
環境問題のように私たち一人ひとりに直接関係す
る「地球環境問題群」というテーマも対象とします。

政治学・国際関係論

1年前期には、神戸大学での4年間の学修に必要な生活上・学修上のルールを
体得し、社会の具体的な問題を素材に資料の読解・議論・レポート作成の技法を
学習するための演習科目（20人程度のクラスを複数開講）や、実定法学・法社会
学・政治学の分野についての入門科目が開講され、それぞれの分野において基本
的な知識や考え方を学びます。1年後期以降には、政治・国際関係論科目、憲法・
民法・刑法や訴訟法などの基本法律科目のほか、法の歴史や思想、外国法につ
いて学ぶ基礎法科目、法現象を社会学的に分析することを学ぶ法社会学科目、国
家間の法的関係や国際紛争、国際機構について学ぶ国際法科目などを履修する
ことができます。2020年度から法律専門職のための法曹コースを設置しました。

学界をリードする充実の研究システムを用いた、法学部独特の教育プログラム

本学部の教員は常に、「より興味深く、面白い講義」をめざし、毎日の教育と研究に
あたっています。各学期ごとに講義についてのアンケート調査を行い、学生の意見
を採り入れた授業をめざしています。演習では、担当の学生が割り当てられたテーマ
について報告し、その内容をふまえて学生同士が討論したり、出席する学生全員
が予め与えられた資料をもとに予習をしてきたうえで、教員の質問に学生が応えな
がら授業を進めたりします。あくまで学生が主体となって自主的に知識を深めていく
のです。

国際経験豊かな教員に現地の声を聞いたり、学部内の外国人教員や多くの留学
生との交流で異文化に触れたり、まさにリアルタイムの国際的な法と政治の姿を
知ることができます。学生の海外進出も制度的にバックアップしています。たとえば、
交換留学制度を利用すれば、渡航費・生活費の負担を大幅に軽減することができ
ます。

本学部には貴重な講義が多数あります。例えば、国際的な人権保障の実際やコン
ピュータを使った現代政治分析、特許や著作権など新規の創作活動に関する権
利関係、所得税、消費税など個々の租税の法的仕組みの分析など、十分な質と
ボリュームを誇っています。

綿密に計算された充実の科目群 学生主体ですすめられる高密度の授業と演習

海外の法律と政治に生で触れられる活発な国際交流 卒業後の進路を決定する特色ある講義を体験

法学部 教授

飯田 文雄

法
学
部
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部
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法律学科 4年

西本 都加

法学部法律学科
平成２８年３月卒

弁護士法人
愛知総合

法律事務所

中村 展

先端的な研究・教育をめざし、その拠点となることを
目標とする神戸大学の全体の方針を受け、永年に
わたる法学・政治学等の学問的な活動によって今
日まで培ってきた蓄積と知的資産を活用して、幅広
い法学・政治学的素養を備え、高度な専門的要請
に応じられる人材の育成をめざしています。また、世
界有数の経済力を有する日本が、今後ますます国
際的責任を果たす必要性と使命に応えていくため、
国際的な領域において法学・政治学的な知識を活
かし活躍することができるよう、自ら考える主体性を育
みます。一社会人として社会の実態に呼応し、自己
の位置を直視し、客観的な分析能力・判断能力をも
つとともに、社会の改善と変革に取り組む姿勢をも
持てるよう、広い視野と深い理解を提供しつつ、可
能性と才能が開花するよう助力します。

法学部
Faculty of Law

学部の特色

西日本最大級の規模で、研究者として
もまた教科書執筆者としても全国レベ
ルで第一級の教授スタッフを布陣。水
準の高い教育集団の中で、知的刺激
を受けながら学習できます。

1 2 1年生の前期からすぐに法学・政治学
の専門科目の履修が可能。約100科
目もの講義が開講される中、同時に複
数の演習を履修できるなど個人の関
心を大切にしたカリキュラムです。

3 法学で培われる、問題を多角的に考え
妥当な解決を導き、対立する利益を調
整して適切な策を提案する能力は、客
観的・論理的な表現力という、社会が
求める技能につながります。

法と政治を軸に、
社会を倫理的に分析する
能力を高める
刻 と々変化する諸現象を分析し、将来の展望を予測する社会科学の素養を身につけること。
人々の間で発生するさまざまな問題を把握し、適切な解決へと導く「法的思考（リーガルマインド）」を身につけること。
多様な教育方法と多彩なカリキュラムにより、各自の興味と適性に応じた専門領域の知見を身に付けること。
加えて、法曹界で生きる法律専門職や公務員などの行政専門職に就くための基礎的能力の習得をめざします。

複眼的な思考の勧め
法学部における学習の内容は、様 な々具体的法律の解釈に加え、
法の背後にある思想や、法の形成・運用を実質的に規定する政
治のあり方など、非常に幅広い内容を含んでいます。このように、法
学部では、学習対象の幅広さの点からみても、幅広い複眼的な思
考を養成することが大切ですが、更に別の意味でも複眼的な思考
は重要です。それは、法や政治が、社会内の多様な人間の立場や
利益を前提として、人々の間に妥協や協力関係を成立させる役割
を果たしているからです。言いかえれば、法や政治の問題に関して、
社会の万人が一致して支持する意見というのはほとんど存在せず、
人 は々常にそうした問題に関して異なった立場を維持し続けることが
多いのです。

このように、法や政治の学習に際して複眼的な思考が重要なこと
は、政治学の祖として名高いアリストテレス以来、既に幾度となく指
摘されたところです。しかし、こうした複眼的思考の意義は、特に今日
の急速なグローバル化の中で、ますます高まってきています。というの
も、グローバル化の進んだ社会では、これまで以上に多様な文化
的・歴史的背景を持った人間が、多様な意見や利益を主張する機
会が確実に増えており、その中で人々の妥協点を探り、人々の共存
を図ることが法や政治には求められている。だからこそ、これからの法
学・政治学の学習には、より幅広い視野に立って未知の文化や
人 を々積極的に理解しようとする、強い好奇心とバイタリティーが求
められているのです。

社会科学の素養と
法的見識力で社会に呼応

法律学科

教員メッセージ

将来に活きる
知見の積み上げを

少人数制授業の
魅力

法学部生の進路は法曹に限らず公務員や民間、国際機関など多岐に渡ります。
本学では自らの将来像に近づく機会が多く用意されており、自主研究や留学に
挑戦することもできます。少人数授業は関心ある学問について一流の先生から
知見を得るチャンスです。先生方は学修・進路面で親身なアドバイスをくださいま
す。もちろん、法学から国際関係論に至るまで広く開講されている講義を通して
将来像を模索することもできます。多様かつ密度の濃い講義を通して新たな関
心や発見を得ることができるでしょう。本学で様々な経験を積み上げていけば自ら
の可能性の広がりを感じられるはずです。

学生メッセージ

弁護士の仕事は時として法的に困難な紛争・事件に直面します。そのようなとき
は文献等で調べ、解決策を自分の頭で考えることが必要となります。かかる場面
で必要となる調査力や創造力について、私は大学の法学部での学び、特に少人
数制の授業での学びが、今の土台になっていると思っています。少人数制の授
業では、法的問題点について自ら主体的に調べ、自分で考えることが求められま
す。他の学生や教授と議論することで、当該問題について、より理解を深めるこ
ともできます。皆さんも、少人数制の授業を通じて、大きく成長し、将来の糧として
いただけたらと思います。

卒業生メッセージ

法律の条文は一般的な形で書かれているので、具
体的な事件の解決方法として、そのまま当てはまると
いう訳ではありません。時には複数の解決方法が導
かれる場合もあります。また、法律ができてから時間が
経った場合には、社会情勢の変化で、予想しなかっ
た事態が発生することもあります。法律は、いわゆる
六法全書の中にあるのではなく、生きたかたちで社
会を機能させているのです。事件を解決するのに、ど
のような方法が最も適切かを考え、法律の解釈を行
うのが実定法学です。知的所有権、セクシャル・ハラ
スメント、医療事故といった具体的な事例も取り上
げつつ、学び考えていきます。他方基礎法学とは、
哲学、歴史学、社会学、経済学等の方法を用いて、
法の存立根拠、法的価値､法の歴史、法と社会現
象との関連などを研究する分野です。憲法・民法・
刑法等といった実定法学が、個別の紛争や事件に
即した法的知識や問題解決能力を学ぶのに対し
て、基礎法学は、こうした実定法学の基礎ともなりう
るような知識と視野を豊かにしようとするものです。

実定法学・基礎法学

政治学・国際関係論は、国内外における政治のあ
り方を問う学問です。私たちが生きている地域・国・
世界はさまざまな問題に直面していますが、それらに
対処していくためには、人々の利害を調整して、望ま
しい解決策を実施していく政治が求められていきま
す。「法」の制定過程においては、公共的な問題に
ついて考え、多様な意見を主張しあい、議論を重ね
て、最終的には一定の決定を下す「政治」の働きが
あります。この「政治」の領域で、何がどのように決定
されてきたか、これからどんな決定がなされるべきかを
考えていくのが政治学・国際関係論のテーマです。
政治学の分野では、政治とは何か、民主主義とは
何かといった根本的・原理的な問いや、議会や官
僚制といった制度の分析などに加えて規制緩和論
やジェンダーといった時事的な問題まで、より広範な
テーマを取り扱います。国際関係論の分野でも、国
家という枠組みを前提とする外交の問題だけでなく、
環境問題のように私たち一人ひとりに直接関係す
る「地球環境問題群」というテーマも対象とします。

政治学・国際関係論

1年前期には、神戸大学での4年間の学修に必要な生活上・学修上のルールを
体得し、社会の具体的な問題を素材に資料の読解・議論・レポート作成の技法を
学習するための演習科目（20人程度のクラスを複数開講）や、実定法学・法社会
学・政治学の分野についての入門科目が開講され、それぞれの分野において基本
的な知識や考え方を学びます。1年後期以降には、政治・国際関係論科目、憲法・
民法・刑法や訴訟法などの基本法律科目のほか、法の歴史や思想、外国法につ
いて学ぶ基礎法科目、法現象を社会学的に分析することを学ぶ法社会学科目、国
家間の法的関係や国際紛争、国際機構について学ぶ国際法科目などを履修する
ことができます。2020年度から法律専門職のための法曹コースを設置しました。

学界をリードする充実の研究システムを用いた、法学部独特の教育プログラム

本学部の教員は常に、「より興味深く、面白い講義」をめざし、毎日の教育と研究に
あたっています。各学期ごとに講義についてのアンケート調査を行い、学生の意見
を採り入れた授業をめざしています。演習では、担当の学生が割り当てられたテーマ
について報告し、その内容をふまえて学生同士が討論したり、出席する学生全員
が予め与えられた資料をもとに予習をしてきたうえで、教員の質問に学生が応えな
がら授業を進めたりします。あくまで学生が主体となって自主的に知識を深めていく
のです。

国際経験豊かな教員に現地の声を聞いたり、学部内の外国人教員や多くの留学
生との交流で異文化に触れたり、まさにリアルタイムの国際的な法と政治の姿を
知ることができます。学生の海外進出も制度的にバックアップしています。たとえば、
交換留学制度を利用すれば、渡航費・生活費の負担を大幅に軽減することができ
ます。

本学部には貴重な講義が多数あります。例えば、国際的な人権保障の実際やコン
ピュータを使った現代政治分析、特許や著作権など新規の創作活動に関する権
利関係、所得税、消費税など個々の租税の法的仕組みの分析など、十分な質と
ボリュームを誇っています。

綿密に計算された充実の科目群 学生主体ですすめられる高密度の授業と演習

海外の法律と政治に生で触れられる活発な国際交流 卒業後の進路を決定する特色ある講義を体験
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今日、国内では人口減少・高齢化の進展やさまざ
まな制度改革、世界では経済のグローバル化に伴
う国際金融の不安定化、環境汚染・地球温暖化、
民族対立など、多くの難問が私たちの前に立ちは
だかっています。経済学は、こうした身の回りに起き
ているさまざまな問題を論理的に考え、解決策を導
き出し、日本・世界を発展させる上で中心的な役割
を果たす学問です。経済理論や経済政策論、統計
学などで分析のフレームワークを学び、社会政策、
国際金融論、環境経済論などで具体的解決法を
考えます。神戸大学経済学部は、社会や経済を分
析し、解決策を導き出すための専門性、学際性をも
ち、世界で活躍できる人材を育てるため、1902年
設立の神戸高等商業学校以来の実践的な精神
に立ち、体系的・総合的な経済学教育を行ってい
ます。

激変期を舞台に、世界へ挑む
社会の動きを正しく理解し、
さまざまな課題にチャレンジする
私たちの生活はどのようにすればより良く、より豊かになるのでしょうか。
社会に広がるさまざまな問題を経済理論・歴史・実証・政策の視点から解明していきます。
深刻化する少子高齢化、国際金融の不安定化、環境汚染や地球温暖化などの難問に高い専門性と幅広い教養をもって挑み、
広く社会に貢献し、世界で活躍することができる人材の育成をめざします。

経済学部
Faculty of Economics

学部の特色

関西の国立大学では最大、全国でも
1、2を争う規模の、優れたスタッフを有
し、基礎から専門へと4年一貫した幅
広いカリキュラムを用意。あらゆる角度
から経済学を深めていきます。

1 2 1年生の基礎演習に始まり、最大10
人程度に限定したゼミなど、少人数教
育を重視。また、一橋大学、大阪市立
大学との「三大学ゼミ討論会」など学
外の交流も活発に行われています。

3 海外留学を経て5年間で修士号を取得
するプログラムや、経済と法の問題に取
り組むプログラムなど、専門性・国際性・
学際性を高める多彩な教育プログラム
が設けられています。

経済学とデータ
経済学は社会のあらゆる問題を研究の対象としています。例
えば、「インターネット上の店舗である商品を検索した場合、ど
のような広告を見せれば他の商品も買ってくれるだろうか？」
という問題や、「保育園に行っている子供と比べて、保育園
に行っていない子供の言語発達は早いだろうか？」という問
題も経済学の研究対象となっています。
経済学における多くの研究は、データに裏付けられた分析に
関心を持っています。例えば、前述のインターネット上の広告
について、消費者のweb閲覧履歴や購入履歴、性別、年齢
などのデータを用いて、消費者の購買行動の傾向を推測す
ることは、経済学における典型的な分析となります。

しかし、社会のあらゆる問題に対して、それを分析できるデー
タが備わっているわけではありません。例えば、ふるさとの納
税の効果を測定したければ、ふるさと納税のない架空の世
界と比較することが必要となります。このようなデータの制約
は、社会に対する実験の難しさに起因しており、物理や化学
の実験と大きく異なります。
経済学では、データの制約という困難がありますが、限られた
データの中からどのような主張が可能なのかを知ることは、私
たちの生活において極めて有用なことです。
経済学にはまだ解明されていない問題が無数にあり、その解
明に関われることはとてもワクワクすることだと思います。

経済学部 准教授

水野 倫理

経済学の知識を駆使し、
難問への解決策を考える

経済学科

教員メッセージ

広い視野・
柔軟な思考力

経済学は、科学的に構築された理論を通して、私たちの社会で起きている事象
や問題、その解決策を簡潔に示唆してくれます。実際には、理論で捉えきれない
部分も多いですが、それを様々なアプローチで考察するのが経済学の醍醐味だ
と感じます。また、経済学は国際性の高い学問で、世界的な交流が盛んに行われ
ています。神戸大学の経済学部は多様な専門分野を研究する教授陣を抱え、交
換留学等国際的なプログラムも充実しているので、社会に対する多面的な視点
が十分に養われます。歴史ある神大経済で学ぶことは、きっとみなさんの人生の
中で価値のあるものになるはずです。

学生メッセージ

経済学部 4年

岩本 陽太

Explore 
your  in te rests

瀬戸内海が見える田舎で育ち、漠然と公務員になることを志望しながら神大の
正門をくぐった4年前。米国発の小さなスタートアップに海外で就職し、プロジェ
クトマネジャーとして働く今。入学前には想像もできないこんな自分にしてくれた
のは、多様なバックグラウンドと夢を持つ仲間たちと切磋琢磨し合え、熱心にサ
ポートをしてくださる教員陣に出会えた神大経済学部だと思います。幅広い授業
を提供する経済学部は、私に海外に目を向けさせ、事前・事後のサポートまでしっ
かりした留学の制度まで整っていました。経済学部には、刺激的な学びと交流が
豊富にあること間違いありません。

卒業生メッセージ

経済学部経済学科
2018年9月卒

AKA Intelligence

露口 修

経済理論は、企業や家計の行動、市場や物価の
動き、生産や雇用の決まり方などを取り扱うもの
で、すべての経済学の基礎です。見知らぬ土地を
旅するためには地図が不可欠であるのと同じよう
に、経済理論を知ることによって初めて、新しい発
見を求めて興味ある経済問題に取り組むことがで
きます。経済現象のさまざまな動きの原因を探り、将
来への展望を持つために必要な体系的考え方を
修得していきます。

経済理論はいろいろな仮説を提示しますが、これら
の仮説を現実のデータに基づいて検証したり、ある
いはさまざまな経済現象を数量的に分析する方法
を徹底して学びます。

1年生前期に開講される「統計学」を基礎として、
「情報基礎（コンピュータの活用方法）」、「経済統
計学（経済データの知識）」、「計量経済学（具体
的な経済データの分析）」と、順序立てて総合的に
学べるように講義を提供しています。

経済政策は、長期にわたる経済の停滞、グローバ
ル化と国内産業の調整、人口の高齢化と社会保
障などの解決困難な問題に対して、政府は何をな
すべきか、何が可能かを考察します。財政政策や金
融政策といった具体的な手段の効果分析はもとよ
り、政策の形成過程、経済体制や秩序、政府と経
済のあるべき関係なども含めて、経済政策に関わ
る諸問題をより広くさまざまな角度から捉え、深めて
いきます。

実定法学・基礎法学

グローバリゼーションの進展は、モノ・サービス・
カネ・人・企業・技術・情報の国際間移動を盛んに
し、各国間の相互依存関係もより深まってきていま
す。国際経済政策では、こうした関係を検討するこ
とを通じて現代的視点から数々の経済現象を理解
し、各現象に対する的確な洞察力を養っていきま
す。また、EUやNAFTAなどの抱える問題、発展途
上国の経済問題についても考察していきます。

人間の経済生活の歴史や経済発展のプロセスを
分析するのが、経済史学です。経済学と歴史学の
境界領域にあって、経済学の基礎理論を踏まえ、
その歴史的基礎を広い視野で探求します。これら
の課題を果たすために、基礎科目の経済史をはじ
め、時代別・地域別の専門講義が開講されており、
日本と世界の経済発展の歴史を立体的に学ぶこ
とができます。

経済と資源・環境を結びつけている技術、人間活
動の土台である地域といった人々の経済活動を担
うべき基盤について思考していきます。エネルギー
資源は生活を支え続けられるほど残っているのか。
ゴミや汚れた空気、水を捨て続けることで、地球に
はどのような影響があるのか。これら深刻化する資
源・環境の諸問題について、経済システムを存続
可能とするための解決策を探っていきます。

日本の金融システムや財政運営について適切な
方法を探り、それがどのように動くのか、どのような
影響を経済に及ぼすのかを明らかにすることが、政
策決定、制度そして理論にとってきわめて重要な課
題となっています。現代経済学は市場経済の働き
を追究する一方で、その限界をも明らかにしてきまし
た。金融と財政の市場メカニズムが、お互いにどの
ように補完しあっているかを研究します。

IT技術の発達で世界は一体化しつつあり、今後ま
すます国際的な視野に基づいた見識が必要不可
欠となっていきます。比較経済政策講座では、世界
各地域の経済事情と経済政策それぞれの研究分
野を基礎に、一地域の経済変化が他の地域に与
える影響や、経済の統合が世界と地域に与えるイ
ンパクトを明らかにしたいと考えています。そして、地
域と国際経済の変化を同時に見渡せる能力を育
成していきます。

理論から実践へ、基礎から専門へ、一貫したカリキュラムと
全国屈指の広範で高レベルな学びのフィールド

理論分析

産業・社会政策

国際経済政策

歴史分析 金融・公共政策

技術・環境分析 比較経済政策

計量・統計分析

経
済
学
部

経
済
学
部

経
済
学
部

経
済
学
部
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今日、国内では人口減少・高齢化の進展やさまざ
まな制度改革、世界では経済のグローバル化に伴
う国際金融の不安定化、環境汚染・地球温暖化、
民族対立など、多くの難問が私たちの前に立ちは
だかっています。経済学は、こうした身の回りに起き
ているさまざまな問題を論理的に考え、解決策を導
き出し、日本・世界を発展させる上で中心的な役割
を果たす学問です。経済理論や経済政策論、統計
学などで分析のフレームワークを学び、社会政策、
国際金融論、環境経済論などで具体的解決法を
考えます。神戸大学経済学部は、社会や経済を分
析し、解決策を導き出すための専門性、学際性をも
ち、世界で活躍できる人材を育てるため、1902年
設立の神戸高等商業学校以来の実践的な精神
に立ち、体系的・総合的な経済学教育を行ってい
ます。

激変期を舞台に、世界へ挑む
社会の動きを正しく理解し、
さまざまな課題にチャレンジする
私たちの生活はどのようにすればより良く、より豊かになるのでしょうか。
社会に広がるさまざまな問題を経済理論・歴史・実証・政策の視点から解明していきます。
深刻化する少子高齢化、国際金融の不安定化、環境汚染や地球温暖化などの難問に高い専門性と幅広い教養をもって挑み、
広く社会に貢献し、世界で活躍することができる人材の育成をめざします。

経済学部
Faculty of Economics

学部の特色

関西の国立大学では最大、全国でも
1、2を争う規模の、優れたスタッフを有
し、基礎から専門へと4年一貫した幅
広いカリキュラムを用意。あらゆる角度
から経済学を深めていきます。

1 2 1年生の基礎演習に始まり、最大10
人程度に限定したゼミなど、少人数教
育を重視。また、一橋大学、大阪市立
大学との「三大学ゼミ討論会」など学
外の交流も活発に行われています。

3 海外留学を経て5年間で修士号を取得
するプログラムや、経済と法の問題に取
り組むプログラムなど、専門性・国際性・
学際性を高める多彩な教育プログラム
が設けられています。

経済学とデータ
経済学は社会のあらゆる問題を研究の対象としています。例
えば、「インターネット上の店舗である商品を検索した場合、ど
のような広告を見せれば他の商品も買ってくれるだろうか？」
という問題や、「保育園に行っている子供と比べて、保育園
に行っていない子供の言語発達は早いだろうか？」という問
題も経済学の研究対象となっています。
経済学における多くの研究は、データに裏付けられた分析に
関心を持っています。例えば、前述のインターネット上の広告
について、消費者のweb閲覧履歴や購入履歴、性別、年齢
などのデータを用いて、消費者の購買行動の傾向を推測す
ることは、経済学における典型的な分析となります。

しかし、社会のあらゆる問題に対して、それを分析できるデー
タが備わっているわけではありません。例えば、ふるさとの納
税の効果を測定したければ、ふるさと納税のない架空の世
界と比較することが必要となります。このようなデータの制約
は、社会に対する実験の難しさに起因しており、物理や化学
の実験と大きく異なります。
経済学では、データの制約という困難がありますが、限られた
データの中からどのような主張が可能なのかを知ることは、私
たちの生活において極めて有用なことです。
経済学にはまだ解明されていない問題が無数にあり、その解
明に関われることはとてもワクワクすることだと思います。

経済学部 准教授

水野 倫理

経済学の知識を駆使し、
難問への解決策を考える

経済学科

教員メッセージ

広い視野・
柔軟な思考力

経済学は、科学的に構築された理論を通して、私たちの社会で起きている事象
や問題、その解決策を簡潔に示唆してくれます。実際には、理論で捉えきれない
部分も多いですが、それを様々なアプローチで考察するのが経済学の醍醐味だ
と感じます。また、経済学は国際性の高い学問で、世界的な交流が盛んに行われ
ています。神戸大学の経済学部は多様な専門分野を研究する教授陣を抱え、交
換留学等国際的なプログラムも充実しているので、社会に対する多面的な視点
が十分に養われます。歴史ある神大経済で学ぶことは、きっとみなさんの人生の
中で価値のあるものになるはずです。

学生メッセージ

経済学部 4年

岩本 陽太

Explore 
your  in te rests

瀬戸内海が見える田舎で育ち、漠然と公務員になることを志望しながら神大の
正門をくぐった4年前。米国発の小さなスタートアップに海外で就職し、プロジェ
クトマネジャーとして働く今。入学前には想像もできないこんな自分にしてくれた
のは、多様なバックグラウンドと夢を持つ仲間たちと切磋琢磨し合え、熱心にサ
ポートをしてくださる教員陣に出会えた神大経済学部だと思います。幅広い授業
を提供する経済学部は、私に海外に目を向けさせ、事前・事後のサポートまでしっ
かりした留学の制度まで整っていました。経済学部には、刺激的な学びと交流が
豊富にあること間違いありません。

卒業生メッセージ

経済学部経済学科
2018年9月卒

AKA Intelligence

露口 修

経済理論は、企業や家計の行動、市場や物価の
動き、生産や雇用の決まり方などを取り扱うもの
で、すべての経済学の基礎です。見知らぬ土地を
旅するためには地図が不可欠であるのと同じよう
に、経済理論を知ることによって初めて、新しい発
見を求めて興味ある経済問題に取り組むことがで
きます。経済現象のさまざまな動きの原因を探り、将
来への展望を持つために必要な体系的考え方を
修得していきます。

経済理論はいろいろな仮説を提示しますが、これら
の仮説を現実のデータに基づいて検証したり、ある
いはさまざまな経済現象を数量的に分析する方法
を徹底して学びます。

1年生前期に開講される「統計学」を基礎として、
「情報基礎（コンピュータの活用方法）」、「経済統
計学（経済データの知識）」、「計量経済学（具体
的な経済データの分析）」と、順序立てて総合的に
学べるように講義を提供しています。

経済政策は、長期にわたる経済の停滞、グローバ
ル化と国内産業の調整、人口の高齢化と社会保
障などの解決困難な問題に対して、政府は何をな
すべきか、何が可能かを考察します。財政政策や金
融政策といった具体的な手段の効果分析はもとよ
り、政策の形成過程、経済体制や秩序、政府と経
済のあるべき関係なども含めて、経済政策に関わ
る諸問題をより広くさまざまな角度から捉え、深めて
いきます。

実定法学・基礎法学

グローバリゼーションの進展は、モノ・サービス・
カネ・人・企業・技術・情報の国際間移動を盛んに
し、各国間の相互依存関係もより深まってきていま
す。国際経済政策では、こうした関係を検討するこ
とを通じて現代的視点から数々の経済現象を理解
し、各現象に対する的確な洞察力を養っていきま
す。また、EUやNAFTAなどの抱える問題、発展途
上国の経済問題についても考察していきます。

人間の経済生活の歴史や経済発展のプロセスを
分析するのが、経済史学です。経済学と歴史学の
境界領域にあって、経済学の基礎理論を踏まえ、
その歴史的基礎を広い視野で探求します。これら
の課題を果たすために、基礎科目の経済史をはじ
め、時代別・地域別の専門講義が開講されており、
日本と世界の経済発展の歴史を立体的に学ぶこ
とができます。

経済と資源・環境を結びつけている技術、人間活
動の土台である地域といった人々の経済活動を担
うべき基盤について思考していきます。エネルギー
資源は生活を支え続けられるほど残っているのか。
ゴミや汚れた空気、水を捨て続けることで、地球に
はどのような影響があるのか。これら深刻化する資
源・環境の諸問題について、経済システムを存続
可能とするための解決策を探っていきます。

日本の金融システムや財政運営について適切な
方法を探り、それがどのように動くのか、どのような
影響を経済に及ぼすのかを明らかにすることが、政
策決定、制度そして理論にとってきわめて重要な課
題となっています。現代経済学は市場経済の働き
を追究する一方で、その限界をも明らかにしてきまし
た。金融と財政の市場メカニズムが、お互いにどの
ように補完しあっているかを研究します。

IT技術の発達で世界は一体化しつつあり、今後ま
すます国際的な視野に基づいた見識が必要不可
欠となっていきます。比較経済政策講座では、世界
各地域の経済事情と経済政策それぞれの研究分
野を基礎に、一地域の経済変化が他の地域に与
える影響や、経済の統合が世界と地域に与えるイ
ンパクトを明らかにしたいと考えています。そして、地
域と国際経済の変化を同時に見渡せる能力を育
成していきます。

理論から実践へ、基礎から専門へ、一貫したカリキュラムと
全国屈指の広範で高レベルな学びのフィールド

理論分析

産業・社会政策

国際経済政策

歴史分析 金融・公共政策

技術・環境分析 比較経済政策

計量・統計分析

経
済
学
部

経
済
学
部

経
済
学
部
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学
部
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経営学部
School of Business Administration

学部の特色

創造的研究をモットーとする経営学の
最優秀拠点校として、産業界との情報
交流を図り、現実の経営問題を見据え
た実証的研究成果を社会一般に広く
還元することが基本理念です。

1 2 日本を代表する企業の経営者に直接
講義を受けられる講座制度を用意。ビ
ジネスの最先端で活躍する企業家の
発想と構想の力に直接触れられる機
会は大変貴重な経験となります。

3 長い歴史の中で培ってきた独創性溢
れるゼミ教育は、多彩な教授陣のもと、
学生一人一人が研究の課題を発見
し、相互に知的刺激を与え合い、基礎
能力を養う教育現場を実現しています。

組織の仕組みをデザインする
わたしたちは実に多くの製品やサービスを日々利用しています。
これらは、工場を持つような製造企業、通信や輸送などのサー
ビス企業、病院などの医療機関、行政機関など、さまざまな「組
織」が提供しています。大きな組織はさらに細かい組織から構
成され、その中で人々が協力して活動しています。組織をいか
にうまく動かすかによって、製品・サービスの内容や質がきまっ
てきます。私のゼミでは、組織の中にいる人々が、製品・サービ
スのコストや成果に関する情報をどのように利用すれば能力を
発揮でき、組織として期待される役割を果たすことができるかに
ついて、会計情報を利用する仕組みをデザインする方法を学
んでいます。

神戸大学経営学部は、理論だけでなく実際の企業経営に役
立つ「実学」を伝統的に重視してきました。どのような仕組みで
組織が動いているのか、新しい考え方をどのように応用すれば
組織をうまく動かすことができるかについて、実際の組織を観
察することや臨床的に応用することで、組織を動かす仕組みを
デザインする能力が身についていきます。
歴史と伝統のある神戸大学でぜひ経営学を学んでください。
経営学部のキャンパスは、神戸港や大阪湾を一望できる六甲
山系の中腹にあります。閑静な山腹のキャンパスで学び、とき
には山を下りて実際の仕組みを観察することで、組織を見る見
方（景色）が大いに変わることを実感してください。

経営学部 教授

松尾 貴巳

教員メッセージ

努力で学びを
最大限に

私が経営学部で力を入れてきたことは、少人数でのゼミ活動です。ソーシャルビ
ジネスを専門にするゼミに所属しており、そこには自分の努力次第で色々なこと
に挑戦できる環境があります。「多胎育児の環境をよりよくする」をテーマにNPO
と一緒にクラウドファンディングに挑戦する機会もありました。苦労することもあり
ましたが、今まで知らなかった分野に関わることで、自分の世界が広がったと感じ
ています。また大学の枠を超えて、たくさんの人と関わることができたのも大きな
財産になっています。講義だけでは得られない実践的な学びがあり、とてもやりが
いを感じました。

学生メッセージ

経営学科 4年

榊 真緒

将来の自分を
培う学びと
出会い

経営学は、実際のビジネスに役立つ実践的な学問です。
現在は、ベンチャー企業で、アプリの設計・デザインを行っています。プロダクトを成長させ
る上で必要なマーケティングや、企業の成長に耐えうる強い組織の作り方、日本のプロダ
クトの海外展開など、経営学の知識が役立つ局面が多くあることを実感しています。
また、在学中に出会える「人」も経営学部の魅力のうちの1つです。ゼミの恩師は
もちろん、共同研究で苦楽を共にした仲間は、卒業した今でも切磋琢磨し合える
大切な存在です。経営学部で経験したこと、出会った仲間は、すべて今の自分の
礎となってくれています。

卒業生メッセージ

経営学科
平成２８年３月卒

株式会社メルカリ

末安 みなみ

日本で最初に設置された
経営学部で英知と精神を学び、
高感度な経営のエキスパートになる
日本初の経営学部として昭和24年に設置されて以来、常に理論と実証のバランスを志向してきた神戸大学経営学部。
国際社会に通用する研究者やビジネスのプロフェッショナルを養成するために、
高度で専門的な教育の基盤となる一般教育及び経営・経済・社会の全般にわたる素養を有する人材を数多く輩出し、
産業界との双方向情報交流などによって修学の場をさらに発展させています。

経営学は、会社に代表されるさまざまな組織の経
営を対象とする学問です。どのようなリーダーが会
社を上手くまとめることができるのか。組織や人の
成果はどうやって測るのかなど、企業に関わるあり
とあらゆる問題を取り扱います。また、世界は、ネッ
トワークの発達と国際化により、ますます小さくな
り、経営のスタイルも驚くほどの変化を遂げていま
す。世界的なビジネスリーダーを養成することは、
大学にとっても重要な課題となっています。時代
の変化を受けて本学科では、「グローバルリンク
計画」を発足。海外の主要な大学・大学院と提
携して国際交流のネットワークを築き、その拠点と
なることを目指しています。さらに、大学院教育に
も力を入れ、経営学界を牽引するフロントランナー
として、ビジネスパーソンの修学の場をより深化、
発展させていきます。

国際化社会を牽引し、
世界的なビジネスリーダーへ

経営学科

「企業」を中小企業や公企業・公益企業なども含
め、その実像を科学的に解明します。そのため、経
営戦略や意思決定、経営組織と経営管理、さら
に経営財務、経営労務や、生産・技術について
理論と実証の両面から研究・教育を行います。こ
のほか、経営統計や経営数学、情報処理や経営
情報など、コンピュータを駆使した計数管理の理
論・実習にも注力しています。

企業はどれほどの利益をあげているのか、利益や負
債の状態はどうか、製品や活動のコストはいくらか。
企業内外の関係者が企業全体または部門の業績
を判断したり、経営に関わる意思決定をするには、
これらの情報が不可欠です。会計学ではこのような
情報の作成方法と利用方法を学習していきます。

躍動する日本経済の中で、特に注目されている
サービス産業（第3次産業）の抱える諸問題を主
として分析しているのがこの分野です。マーケティ
ングや流通、証券、金融、保険、貿易、交通などの
分野に分かれて、市場を切り口に、サービス産業
の実態解明を目指して研究活動を続けています。

長い歴史と伝統の中で培われてきた経営学・会計学・商学の
醍醐味を常に新しい視点で学ぶ羨望の学習環境

経営学分野 市場科学分野

会計学分野

経営管理

人がものごとに打ち込む原理（モチ
ベーション論）や、チームワークの取り
方（グループダイナミクス）、大勢の人
を指揮する方法（リーダーシップ論）、
また何万もの人を調整しながら動かす
ための組織づくり（組織構造論）など
について学びます。

何を目的に、何を学び、何を得ることができるのか
経営学部は興味の対象に応じて、自由に履修科目を選択できます

財務会計

企業の利益や資本の計算を明らかに
する講義です。この知識は、株式投資
や起業、契約時の判断など、重要な
意思決定に不可欠になります。公認
会計士や税理士を目指すなど、職業
の選択に結びつく大切な知識を得る
ことができます。

マーケティング

モノやサービスを扱う会社の市場の
動きや消費活動を理解するのがこの
分野の研究課題です。商品の広告展
開や、ヒット商品の開発と誕生の仕
組みについて、また、メーカー同士が
どのような交流をしているか、などにつ
いて学びます。

国際経営

海外各国で事業を展開する日本企
業や、日本国内の外資系企業など、
世界を展望するビジネスを行う多国
籍企業のビジネスの優位性と、他国
の経営方法のギャップによる問題に
ついての解決策を、歴史的な背景を
からめて理論的に理解を進めます。

ゲーム理論

ビジネス環境で経営の正否を左右す
るのは、経営戦略です。そこで重要と
なるのが、競争関係にあるものを冷静
に分析し、状況に適応した戦略的思
考力です。厳密な数理モデル分析

（ゲーム理論）を通じて、戦略的相互
依存関係を分析します。

管理会計

企業の経営管理に、経営数字をどの
ように活用すべきかを考えます。コスト
や利益の正しい見極めが求められる
分野で、実務の背景にあるロジックに
ついて、フィールド研究の成果をとり
入れながら学習します。

金融システム

日本の金融制度から、お金の流れを
学習します。目まぐるしいビジネス環境
の変化を個々のビジネスインパクトに
結びつけて考える能力を養い、お金と
経済の相互関係を体系的に理解し
研究します。お金によるビジネスダイ
ナミズムを知る分野です。

Globalization and International Trade

世界に展開する貿易に関する問題
について、適切な答えを求めていきま
す。まず、個々の企業や消費者の行
動を考えて、世界市場における商品
価格と数量の決定要素について分
析。国際貿易の現状と課題を研究
し、理解する能力を身につけます。
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経営学部
School of Business Administration

学部の特色

創造的研究をモットーとする経営学の
最優秀拠点校として、産業界との情報
交流を図り、現実の経営問題を見据え
た実証的研究成果を社会一般に広く
還元することが基本理念です。

1 2 日本を代表する企業の経営者に直接
講義を受けられる講座制度を用意。ビ
ジネスの最先端で活躍する企業家の
発想と構想の力に直接触れられる機
会は大変貴重な経験となります。

3 長い歴史の中で培ってきた独創性溢
れるゼミ教育は、多彩な教授陣のもと、
学生一人一人が研究の課題を発見
し、相互に知的刺激を与え合い、基礎
能力を養う教育現場を実現しています。

組織の仕組みをデザインする
わたしたちは実に多くの製品やサービスを日々利用しています。
これらは、工場を持つような製造企業、通信や輸送などのサー
ビス企業、病院などの医療機関、行政機関など、さまざまな「組
織」が提供しています。大きな組織はさらに細かい組織から構
成され、その中で人々が協力して活動しています。組織をいか
にうまく動かすかによって、製品・サービスの内容や質がきまっ
てきます。私のゼミでは、組織の中にいる人々が、製品・サービ
スのコストや成果に関する情報をどのように利用すれば能力を
発揮でき、組織として期待される役割を果たすことができるかに
ついて、会計情報を利用する仕組みをデザインする方法を学
んでいます。

神戸大学経営学部は、理論だけでなく実際の企業経営に役
立つ「実学」を伝統的に重視してきました。どのような仕組みで
組織が動いているのか、新しい考え方をどのように応用すれば
組織をうまく動かすことができるかについて、実際の組織を観
察することや臨床的に応用することで、組織を動かす仕組みを
デザインする能力が身についていきます。
歴史と伝統のある神戸大学でぜひ経営学を学んでください。
経営学部のキャンパスは、神戸港や大阪湾を一望できる六甲
山系の中腹にあります。閑静な山腹のキャンパスで学び、とき
には山を下りて実際の仕組みを観察することで、組織を見る見
方（景色）が大いに変わることを実感してください。

経営学部 教授

松尾 貴巳

教員メッセージ

努力で学びを
最大限に

私が経営学部で力を入れてきたことは、少人数でのゼミ活動です。ソーシャルビ
ジネスを専門にするゼミに所属しており、そこには自分の努力次第で色々なこと
に挑戦できる環境があります。「多胎育児の環境をよりよくする」をテーマにNPO
と一緒にクラウドファンディングに挑戦する機会もありました。苦労することもあり
ましたが、今まで知らなかった分野に関わることで、自分の世界が広がったと感じ
ています。また大学の枠を超えて、たくさんの人と関わることができたのも大きな
財産になっています。講義だけでは得られない実践的な学びがあり、とてもやりが
いを感じました。

学生メッセージ

経営学科 4年

榊 真緒

将来の自分を
培う学びと
出会い

経営学は、実際のビジネスに役立つ実践的な学問です。
現在は、ベンチャー企業で、アプリの設計・デザインを行っています。プロダクトを成長させ
る上で必要なマーケティングや、企業の成長に耐えうる強い組織の作り方、日本のプロダ
クトの海外展開など、経営学の知識が役立つ局面が多くあることを実感しています。
また、在学中に出会える「人」も経営学部の魅力のうちの1つです。ゼミの恩師は
もちろん、共同研究で苦楽を共にした仲間は、卒業した今でも切磋琢磨し合える
大切な存在です。経営学部で経験したこと、出会った仲間は、すべて今の自分の
礎となってくれています。

卒業生メッセージ

経営学科
平成２８年３月卒

株式会社メルカリ

末安 みなみ

日本で最初に設置された
経営学部で英知と精神を学び、
高感度な経営のエキスパートになる
日本初の経営学部として昭和24年に設置されて以来、常に理論と実証のバランスを志向してきた神戸大学経営学部。
国際社会に通用する研究者やビジネスのプロフェッショナルを養成するために、
高度で専門的な教育の基盤となる一般教育及び経営・経済・社会の全般にわたる素養を有する人材を数多く輩出し、
産業界との双方向情報交流などによって修学の場をさらに発展させています。

経営学は、会社に代表されるさまざまな組織の経
営を対象とする学問です。どのようなリーダーが会
社を上手くまとめることができるのか。組織や人の
成果はどうやって測るのかなど、企業に関わるあり
とあらゆる問題を取り扱います。また、世界は、ネッ
トワークの発達と国際化により、ますます小さくな
り、経営のスタイルも驚くほどの変化を遂げていま
す。世界的なビジネスリーダーを養成することは、
大学にとっても重要な課題となっています。時代
の変化を受けて本学科では、「グローバルリンク
計画」を発足。海外の主要な大学・大学院と提
携して国際交流のネットワークを築き、その拠点と
なることを目指しています。さらに、大学院教育に
も力を入れ、経営学界を牽引するフロントランナー
として、ビジネスパーソンの修学の場をより深化、
発展させていきます。

国際化社会を牽引し、
世界的なビジネスリーダーへ

経営学科

「企業」を中小企業や公企業・公益企業なども含
め、その実像を科学的に解明します。そのため、経
営戦略や意思決定、経営組織と経営管理、さら
に経営財務、経営労務や、生産・技術について
理論と実証の両面から研究・教育を行います。こ
のほか、経営統計や経営数学、情報処理や経営
情報など、コンピュータを駆使した計数管理の理
論・実習にも注力しています。

企業はどれほどの利益をあげているのか、利益や負
債の状態はどうか、製品や活動のコストはいくらか。
企業内外の関係者が企業全体または部門の業績
を判断したり、経営に関わる意思決定をするには、
これらの情報が不可欠です。会計学ではこのような
情報の作成方法と利用方法を学習していきます。

躍動する日本経済の中で、特に注目されている
サービス産業（第3次産業）の抱える諸問題を主
として分析しているのがこの分野です。マーケティ
ングや流通、証券、金融、保険、貿易、交通などの
分野に分かれて、市場を切り口に、サービス産業
の実態解明を目指して研究活動を続けています。

長い歴史と伝統の中で培われてきた経営学・会計学・商学の
醍醐味を常に新しい視点で学ぶ羨望の学習環境

経営学分野 市場科学分野

会計学分野

経営管理

人がものごとに打ち込む原理（モチ
ベーション論）や、チームワークの取り
方（グループダイナミクス）、大勢の人
を指揮する方法（リーダーシップ論）、
また何万もの人を調整しながら動かす
ための組織づくり（組織構造論）など
について学びます。

何を目的に、何を学び、何を得ることができるのか
経営学部は興味の対象に応じて、自由に履修科目を選択できます

財務会計

企業の利益や資本の計算を明らかに
する講義です。この知識は、株式投資
や起業、契約時の判断など、重要な
意思決定に不可欠になります。公認
会計士や税理士を目指すなど、職業
の選択に結びつく大切な知識を得る
ことができます。

マーケティング

モノやサービスを扱う会社の市場の
動きや消費活動を理解するのがこの
分野の研究課題です。商品の広告展
開や、ヒット商品の開発と誕生の仕
組みについて、また、メーカー同士が
どのような交流をしているか、などにつ
いて学びます。

国際経営

海外各国で事業を展開する日本企
業や、日本国内の外資系企業など、
世界を展望するビジネスを行う多国
籍企業のビジネスの優位性と、他国
の経営方法のギャップによる問題に
ついての解決策を、歴史的な背景を
からめて理論的に理解を進めます。

ゲーム理論

ビジネス環境で経営の正否を左右す
るのは、経営戦略です。そこで重要と
なるのが、競争関係にあるものを冷静
に分析し、状況に適応した戦略的思
考力です。厳密な数理モデル分析

（ゲーム理論）を通じて、戦略的相互
依存関係を分析します。

管理会計

企業の経営管理に、経営数字をどの
ように活用すべきかを考えます。コスト
や利益の正しい見極めが求められる
分野で、実務の背景にあるロジックに
ついて、フィールド研究の成果をとり
入れながら学習します。

金融システム

日本の金融制度から、お金の流れを
学習します。目まぐるしいビジネス環境
の変化を個々のビジネスインパクトに
結びつけて考える能力を養い、お金と
経済の相互関係を体系的に理解し
研究します。お金によるビジネスダイ
ナミズムを知る分野です。

Globalization and International Trade

世界に展開する貿易に関する問題
について、適切な答えを求めていきま
す。まず、個々の企業や消費者の行
動を考えて、世界市場における商品
価格と数量の決定要素について分
析。国際貿易の現状と課題を研究
し、理解する能力を身につけます。
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生体分子機構講座
生命情報伝達講座　生物多様性講座
20世紀半ばからの基礎生物学の発展が、現在の
爆発的な生命科学技術の展開をもたらしました。ま
た、生命が分子でできた自己触媒的で創発的なシ
ステムであることや、生物の多様性が地球環境の
安定に不可欠であるといったことを私たちに気づ
かせてくれたのも基礎生物学です。私たち生物学
科は、分子から生態系にいたる幅広い基礎生物
学の研究に取り組み、その成果を積極的に世界に
向けて発信しています。また、最新の知見に基づい
て生命を理解するとともに、社会的な影響が大き
い生命科学と技術を健全なバランス感覚を持って
見守り、かつ発展させることのできる人材の育成を
目指した教育を行っています。

スーパーカミオカンデによる
ニュートリノ研究に神戸大学の
研究グループが貢献
スーパーカミオカンデは、岐阜県飛騨市
の地下深くに設置されている世界最大の
ニュートリノ観測装置です。ニュートリノ振
動の発見（2015年ノーベル物理学賞）
など、素粒子実験分野を世界的にリード
する成果を挙げてきました。物理学専攻
の竹内康雄教授と鈴木州助教は、この
装置による実験設備の立ち上げから研
究に参画し、ニュートリノ振動現象の発見
に至った成果が国際的に高く評価され、
2016年の基礎物理学ブレークスルー賞
を共同受賞しました。このプロジェクトで本
学の研究グループは、特に太陽から飛来
するニュートリノの性質を解明する研究を
分 担しています。また本グループは、
2027年からの観測が予定されている次
世代のニュートリノ観測装置「ハイパーカ
ミオカンデ」の計画も推進しています。

解析数理講座　構造数理講座
応用数理講座
ユークリッドの幾何学原論、ニュートン、ライプニッ
ツによる微積分の発見以来、ガウス、リーマンら歴
代の数学者によって発展を遂げた数学は物理学、
工学などの自然科学はもとより、社会科学、人文
科学の分野にも大きな影響を与えています。また計
算機技術の発展によって整数論が情報伝達技術
へ応用されるなど、当初思いもよらなかった分野に
も影響を与え、発展を続けています。これらのことか
ら神戸大学数学科では狭い意味での数学という
学問の枠組にとらわれず、広い範囲の学問分野を
視野に入れた教育研究を目標にしています。現代
数学は多種多様です。高校までの数学が得意な
人はもちろん、数学が好きな人や数学に興味があ
る人も大いに歓迎します。

理学部
Faculty of Science

学部の特色

一学年140人の学生に対し、教員数
は約110人。4年の卒業研究ではより
密度の濃い指導を展開。少人数にこ
だわるのは、細部まで学生の知的欲求
に応えるという教育目標のためです。

1 2 各学科とも大学の内外において評価の
高い分野を複数もち、それらの研究対象
に重点を置いた教育体制づくりを行って
います。これにより、明確な構想に従った
効率のよい教育を実現します。

3 大学で開講されるセミナー・実習や特別研
究（数学科では数学講究）などにより、研
究対象についての理解を深め、取り組む
べきテーマの発見へ導きます。担任制も採
り入れ、目標への滑らかな導入を図ります。

最先端の自然科学研究を
自然科学は、人類の、自然を理解したいという純粋な知的好奇
心に基づくものである一方で、科学技術の基盤として人類社会
の発展に大きく貢献してきました。自然科学の研究では、現象を
適切な方法で観察し、得られたデータを分析し、仮説を立ててそ
れを検証し、新たな理論を見いだすといった多様な能力が求めら
れます。これらを養うための理学部のカリキュラムは、高校生理科
の内容から進み、最新の知見に基いたより深いものであり、自然
科学研究の最先端です。1～3年次には基礎科目から専門科
目まで、講義・演習・実験・実習などを通して基礎になる知識を
身につけるとともに、観察・分析のための能力を養います。
4年次には指導教員のもとでさらに深い知識を学びながら、卒

業研究を行います。惑星学科に所属する私の研究室では、コ
ンピュータシミュレーションを用いた惑星形成や銀河形成の研
究のほか、人工知能向け計算機システムの研究開発を行っ
ています。卒業研究は学生自身が最先端の研究に触れ、さら
には実際の研究の中で実際の科学研究の能力を身につけ
る場になっています。
理学部で身につける自然を理解するための能力は、人類が
持つべき「知」として、今後大きく変動していく地球・社会環境
において人類社会に大きく貢献するに違いありません。旺盛
な知的好奇心をもった皆さん、理学部で最先端の自然科学を
学び、自然の理解に挑戦しませんか。

理学部 教授

牧野 淳一郎

自由な発想と広がりをもつ
現代数学に迫る

数学科

理論物理学講座　粒子物理学講座
物性物理学講座
物理学は、素粒子、原子、分子、物質、そして宇宙
に至るきわめて広い範囲にわたる自然の構造と機
能の根本原理を探究する学問です。私たちの身の
まわりにある物をどんどん細かく分けていくと最後に
はどうなるのでしょうか。私たちの身のまわりの物質
は、さまざまな条件下でどんな性質を示すのでしょう
か。また、「なぜ」そうなるのでしょうか。深くものごとを
追究する飽くなき探究心をもとに、重点的に絞り込
んだテーマを探究します。また、物理学は基礎科学
として広く自然科学を支え、応用科学技術の土台
も成す重要な学問分野です。物理学科における教
育、先端的研究への参加を通じて、基礎科学への
貢献並びに科学技術の進展に寄与できる人材の
育成を目指しています。

応用科学技術を支える
飽くなき探究心を育成

物理学科

物理化学講座　無機化学講座
有機化学講座

「化学」という学問は、その旺盛な開拓精神を受継
ぎ、新しい物質、新しい化学現象を探し求めて、周
りにある学問領域を取り込みながら進化し、生活に
直接大きな変革をもたらしてきました。人類がこれま
で化学から受けた恩恵ははかり知れません。その反
面、化学が創り出したものが、現在、地球あるいは
人間環境に種々の問題を生み出していることも事
実です。しかし、私たちは新しい切り口からの化学の
発想により、これらの問題を解決しつつ、社会に更
なる発展をもたらすことができると考えています。本
学科は、そのような社会貢献を担える「領域・専門
にとらわれずに化学的発想や化学的手法を駆使し
てさまざまな問題に取り組める」人材を育成するこ
とを目指しています。

進化し続ける化学を
社会や生活の視点で迫る

化学科 生物学科

教員メッセージ

アイデアを育む

私が物理を面白いと思うのは、なんとなくの勉強ではなく、学びに実感があるからで
す。 それは周囲の手助けのお陰だと思っています。 
実感の伴う学びを得るのは1人ではなかなか難しいのではないでしょうか。これには環
境による影響が大きいと思うのです。 
理学部には我々の学びを支えてくれる環境があります。少人数制ならではの濃い授
業、互いに切磋し合う多くの友達、学生の思いに精一杯答えてくれる熱心な先生方に
恵まれた学校生活は非常に充実感あるものです。また、様々な最先端研究を取り扱っ
ている研究室があるので、我々学生のニーズに応じた幅広い分野選択も魅力的です。 

学生メッセージ

物理学科 4年

石垣 綾乃

スマホやパソコンなど、我々の生活に根ざした製品の発展には、原理・原則的な知識
だけでなく、現状の課題を解決するための独創的なアイデアが不可欠です。理学部
化学科では、化学だけでなく物理学・生物学など様々な学問についての知識に対す
る理解を深めるとともに、研究室配属後は特定の研究テーマについて、現代社会へ
の貢献を目指した研究活動を行います。あらゆる分野に精通した先生方が多数いらっ
しゃるため、皆さんが「やってみたい!」と感じるテーマがきっと見つかるはずです。独創
性の高いアイデアは、こうした科学的好奇心のもとで生まれるものだと考えています。
　

卒業生メッセージ

化学科
2017年年３月卒
ローム株式会社

松崎 涼介

複雑な生命システムの
謎を解き明かす

基礎惑星学講座　新領域惑星学講座
「この星はなぜ地球なのか？」（太陽系惑星の中
でなぜ地球にだけ水が存在し、生命が永続的
に存在し、プレートテクトニクスが存在するの
か？）この問いに対して、地球・惑星・太陽系の
進化を包括的に捉えて理解するため、当学科
は2015年度春より、従来の地球惑星科学科を
改め日本初の「惑星学科」として出発しました。
惑星学科では、地球の中心から太陽系の果て
までの多様な現象を、野外調査・観測・実験・理
論的解析などの手法で取り扱うことを目的と
し、地球や惑星の変動と進化を体感するカリ
キュラムを用意しています。さらに内外の研究
機関や大学と連携した教育研究を実施してい
ます。これらを通じて、海洋・宇宙立国をリード
する人材の育成を目指しています。

惑星学科

地球・惑星・太陽系の進化を
包括的な視野で探究

身近にして無限なる自然科学の世界に挑み
チャレンジ精神と知的好奇心で
自然の謎を解明する
私たちにとって身近であり、なおかつ無限な世界、それが自然科学です。
神戸大学理学部では、その世界について、数学、物理学、化学、生物学、惑星学の学問体系をベースにして学びます。
そして、数理現象、物質を構成する素粒子、原子、分子の性質や振る舞い、地球や惑星系の成り立ち、生命の基本原理や多様性を、
学生自らの果敢なチャレンジ精神と知的好奇心を原動力にさまざまな理論や実験を通して明らかにしていきます。

理学部で学ぶ
魅力 

理
学
部

理
学
部

理
学
部

理
学
部
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生体分子機構講座
生命情報伝達講座　生物多様性講座
20世紀半ばからの基礎生物学の発展が、現在の
爆発的な生命科学技術の展開をもたらしました。ま
た、生命が分子でできた自己触媒的で創発的なシ
ステムであることや、生物の多様性が地球環境の
安定に不可欠であるといったことを私たちに気づ
かせてくれたのも基礎生物学です。私たち生物学
科は、分子から生態系にいたる幅広い基礎生物
学の研究に取り組み、その成果を積極的に世界に
向けて発信しています。また、最新の知見に基づい
て生命を理解するとともに、社会的な影響が大き
い生命科学と技術を健全なバランス感覚を持って
見守り、かつ発展させることのできる人材の育成を
目指した教育を行っています。

スーパーカミオカンデによる
ニュートリノ研究に神戸大学の
研究グループが貢献
スーパーカミオカンデは、岐阜県飛騨市
の地下深くに設置されている世界最大の
ニュートリノ観測装置です。ニュートリノ振
動の発見（2015年ノーベル物理学賞）
など、素粒子実験分野を世界的にリード
する成果を挙げてきました。物理学専攻
の竹内康雄教授と鈴木州助教は、この
装置による実験設備の立ち上げから研
究に参画し、ニュートリノ振動現象の発見
に至った成果が国際的に高く評価され、
2016年の基礎物理学ブレークスルー賞
を共同受賞しました。このプロジェクトで本
学の研究グループは、特に太陽から飛来
するニュートリノの性質を解明する研究を
分 担しています。また本グループは、
2027年からの観測が予定されている次
世代のニュートリノ観測装置「ハイパーカ
ミオカンデ」の計画も推進しています。

解析数理講座　構造数理講座
応用数理講座
ユークリッドの幾何学原論、ニュートン、ライプニッ
ツによる微積分の発見以来、ガウス、リーマンら歴
代の数学者によって発展を遂げた数学は物理学、
工学などの自然科学はもとより、社会科学、人文
科学の分野にも大きな影響を与えています。また計
算機技術の発展によって整数論が情報伝達技術
へ応用されるなど、当初思いもよらなかった分野に
も影響を与え、発展を続けています。これらのことか
ら神戸大学数学科では狭い意味での数学という
学問の枠組にとらわれず、広い範囲の学問分野を
視野に入れた教育研究を目標にしています。現代
数学は多種多様です。高校までの数学が得意な
人はもちろん、数学が好きな人や数学に興味があ
る人も大いに歓迎します。

理学部
Faculty of Science

学部の特色

一学年140人の学生に対し、教員数
は約110人。4年の卒業研究ではより
密度の濃い指導を展開。少人数にこ
だわるのは、細部まで学生の知的欲求
に応えるという教育目標のためです。

1 2 各学科とも大学の内外において評価の
高い分野を複数もち、それらの研究対象
に重点を置いた教育体制づくりを行って
います。これにより、明確な構想に従った
効率のよい教育を実現します。

3 大学で開講されるセミナー・実習や特別研
究（数学科では数学講究）などにより、研
究対象についての理解を深め、取り組む
べきテーマの発見へ導きます。担任制も採
り入れ、目標への滑らかな導入を図ります。

最先端の自然科学研究を
自然科学は、人類の、自然を理解したいという純粋な知的好奇
心に基づくものである一方で、科学技術の基盤として人類社会
の発展に大きく貢献してきました。自然科学の研究では、現象を
適切な方法で観察し、得られたデータを分析し、仮説を立ててそ
れを検証し、新たな理論を見いだすといった多様な能力が求めら
れます。これらを養うための理学部のカリキュラムは、高校生理科
の内容から進み、最新の知見に基いたより深いものであり、自然
科学研究の最先端です。1～3年次には基礎科目から専門科
目まで、講義・演習・実験・実習などを通して基礎になる知識を
身につけるとともに、観察・分析のための能力を養います。
4年次には指導教員のもとでさらに深い知識を学びながら、卒

業研究を行います。惑星学科に所属する私の研究室では、コ
ンピュータシミュレーションを用いた惑星形成や銀河形成の研
究のほか、人工知能向け計算機システムの研究開発を行っ
ています。卒業研究は学生自身が最先端の研究に触れ、さら
には実際の研究の中で実際の科学研究の能力を身につけ
る場になっています。
理学部で身につける自然を理解するための能力は、人類が
持つべき「知」として、今後大きく変動していく地球・社会環境
において人類社会に大きく貢献するに違いありません。旺盛
な知的好奇心をもった皆さん、理学部で最先端の自然科学を
学び、自然の理解に挑戦しませんか。

理学部 教授

牧野 淳一郎

自由な発想と広がりをもつ
現代数学に迫る

数学科

理論物理学講座　粒子物理学講座
物性物理学講座
物理学は、素粒子、原子、分子、物質、そして宇宙
に至るきわめて広い範囲にわたる自然の構造と機
能の根本原理を探究する学問です。私たちの身の
まわりにある物をどんどん細かく分けていくと最後に
はどうなるのでしょうか。私たちの身のまわりの物質
は、さまざまな条件下でどんな性質を示すのでしょう
か。また、「なぜ」そうなるのでしょうか。深くものごとを
追究する飽くなき探究心をもとに、重点的に絞り込
んだテーマを探究します。また、物理学は基礎科学
として広く自然科学を支え、応用科学技術の土台
も成す重要な学問分野です。物理学科における教
育、先端的研究への参加を通じて、基礎科学への
貢献並びに科学技術の進展に寄与できる人材の
育成を目指しています。

応用科学技術を支える
飽くなき探究心を育成

物理学科

物理化学講座　無機化学講座
有機化学講座

「化学」という学問は、その旺盛な開拓精神を受継
ぎ、新しい物質、新しい化学現象を探し求めて、周
りにある学問領域を取り込みながら進化し、生活に
直接大きな変革をもたらしてきました。人類がこれま
で化学から受けた恩恵ははかり知れません。その反
面、化学が創り出したものが、現在、地球あるいは
人間環境に種々の問題を生み出していることも事
実です。しかし、私たちは新しい切り口からの化学の
発想により、これらの問題を解決しつつ、社会に更
なる発展をもたらすことができると考えています。本
学科は、そのような社会貢献を担える「領域・専門
にとらわれずに化学的発想や化学的手法を駆使し
てさまざまな問題に取り組める」人材を育成するこ
とを目指しています。

進化し続ける化学を
社会や生活の視点で迫る

化学科 生物学科

教員メッセージ

アイデアを育む

私が物理を面白いと思うのは、なんとなくの勉強ではなく、学びに実感があるからで
す。 それは周囲の手助けのお陰だと思っています。 
実感の伴う学びを得るのは1人ではなかなか難しいのではないでしょうか。これには環
境による影響が大きいと思うのです。 
理学部には我々の学びを支えてくれる環境があります。少人数制ならではの濃い授
業、互いに切磋し合う多くの友達、学生の思いに精一杯答えてくれる熱心な先生方に
恵まれた学校生活は非常に充実感あるものです。また、様々な最先端研究を取り扱っ
ている研究室があるので、我々学生のニーズに応じた幅広い分野選択も魅力的です。 

学生メッセージ

物理学科 4年

石垣 綾乃

スマホやパソコンなど、我々の生活に根ざした製品の発展には、原理・原則的な知識
だけでなく、現状の課題を解決するための独創的なアイデアが不可欠です。理学部
化学科では、化学だけでなく物理学・生物学など様々な学問についての知識に対す
る理解を深めるとともに、研究室配属後は特定の研究テーマについて、現代社会へ
の貢献を目指した研究活動を行います。あらゆる分野に精通した先生方が多数いらっ
しゃるため、皆さんが「やってみたい!」と感じるテーマがきっと見つかるはずです。独創
性の高いアイデアは、こうした科学的好奇心のもとで生まれるものだと考えています。
　

卒業生メッセージ

化学科
2017年年３月卒
ローム株式会社

松崎 涼介

複雑な生命システムの
謎を解き明かす

基礎惑星学講座　新領域惑星学講座
「この星はなぜ地球なのか？」（太陽系惑星の中
でなぜ地球にだけ水が存在し、生命が永続的
に存在し、プレートテクトニクスが存在するの
か？）この問いに対して、地球・惑星・太陽系の
進化を包括的に捉えて理解するため、当学科
は2015年度春より、従来の地球惑星科学科を
改め日本初の「惑星学科」として出発しました。
惑星学科では、地球の中心から太陽系の果て
までの多様な現象を、野外調査・観測・実験・理
論的解析などの手法で取り扱うことを目的と
し、地球や惑星の変動と進化を体感するカリ
キュラムを用意しています。さらに内外の研究
機関や大学と連携した教育研究を実施してい
ます。これらを通じて、海洋・宇宙立国をリード
する人材の育成を目指しています。

惑星学科

地球・惑星・太陽系の進化を
包括的な視野で探究

身近にして無限なる自然科学の世界に挑み
チャレンジ精神と知的好奇心で
自然の謎を解明する
私たちにとって身近であり、なおかつ無限な世界、それが自然科学です。
神戸大学理学部では、その世界について、数学、物理学、化学、生物学、惑星学の学問体系をベースにして学びます。
そして、数理現象、物質を構成する素粒子、原子、分子の性質や振る舞い、地球や惑星系の成り立ち、生命の基本原理や多様性を、
学生自らの果敢なチャレンジ精神と知的好奇心を原動力にさまざまな理論や実験を通して明らかにしていきます。

理学部で学ぶ
魅力 
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臨床医学部門は人間を構成する各臓器の機能や
病気についての研究と診断・治療が行われます。
臨床医学部門は、内科学講座、内科系講座、外科
学講座、外科系講座の4講座からなります。内科学
講座では循環器、呼吸器、消化器、内分泌、腎臓、
神経など臓器別にわかれて診療や研究がおこなわ
れています。内科系講座では、放射線を用いた診
断や治療を行う放射線医学、赤ちゃんや子どもの
病気を扱う小児科学、アトピーや皮膚がんなどを扱
う皮膚科学、心の病を扱う精神医学、臨床検査法
を開発する臨床検査医学などがあります。外科学
講座では、消化管や消化管に附属する膵臓や肝
臓のがんなどの外科的治療、乳がんの診断や治
療、心臓や血管、呼吸器の病気の外科的治療と
研究を行っています。外科系講座では、骨や筋など
の運動器、脳や脊髄などの神経、目・耳・鼻などの
感覚器、泌尿器や女性生殖器などの疾患の外科
的治療と研究を行っています。

基礎医学部門は人体のさまざまな構造や機能に
ついての知識を高め、まだ解明されていない生命
現象についての基礎的研究や、病気との関連性
を探求します。基礎医学部門は生理学・細胞生物
学講座、生化学・分子生物学講座、病理学講座、
微生物感染症学講座、地域社会医学・健康科学
講座の5講座からなります。生理学・細胞生物学講
座では生命現象を形態や生理機能の面から学び
ます。生化学・分子生物学講座では生命現象を維
持する種々の物質や分子にスポットを当て、生命
活動の道筋を解き明かします。病理学講座では病
気によりもたらされる臓器や組織のかたちの変化を
追及して、その原因を明らかにします。微生物感染
症学講座では細菌やウイルスの病原性について
分子・細胞・個体レベルで明らかにして、新しい治
療法や予防法を確立することを目標にしています。
地域社会医学・健康科学講座では医療と社会の
間の接点にテーマを見つけて探究しています。

医学には、狭義の医学と広義の医学があり、狭義
の医学とは学問としての医学。広義の医学には、
科学的技術としての医術や、道徳的実践としての
医学までをも含みます。また、人間を対象とする点
で、人文・社会科学的な面も持っています。そのど
れを欠いても完全な医学とはいえません。一方、現
代の医療はチーム医療であり、集団への適応性や
集団における指導性も重要な資質として求められ
ます。また、患者さま一人ひとりの気持ちを汲みとり、
配慮していくためのコミュニケーション能力も必要
になってきます。このことから、本医学科では、専門
的知識と技術の修得はもとより、旺盛なる探究心
と創造性を有する「科学者」としての視点を備えた
医師・医学研究者の育成、ならびに、人間としての
深い教養と、人類に貢献する意気を感じる豊かな
人間の育成を目指しています。

医学部（医学科）
School of Medicine

学部の特色

約150年の歴史を持つ附属病院と
医学部とは常に綿密な連携が図られ、
科学と医学の融合、実践的医療への
展 開とともに発 展に寄 与する相 互
関係を築いています。

1 2 少人数グループでの自己開発型学習
を基礎とし、課題探求能力、問題解決
能力を養成。臨床症例に対して問題点
を発見整理して解決する方法を身に
つけます。

3 国際的に活躍できる医師・医学研究
者の育成を目的として、英語教育カリ
キュラムを設定。アドバンスド・コースの
設置等で英語表現能力・英会話能力
の向上を目指した教育を行っています。

次世代を担う医師を目指す皆さんへ
神戸大学医学部は世界に開かれた国際都市神戸に立地
し、美しい山と海に囲まれています。医学部では豊かな人間
性、高い倫理観、高度な専門知識・技能を身につけ、旺盛
な探求心と想像力を有する科学者としての視点を持つこと
が重要です。そして、地域貢献を含めたグローバルな視野で
活躍できる医師及び医学研究者を養成したいと考えていま
す。実際の医療現場で患者さんを診断し治療する臨床医だ
けでなく、生命の仕組みや病気の発症機序を解明する基
礎医学者、社会的な観点から人類の健康の増進を図る公
衆衛生医師など、医師が活躍する分野は実に多岐に渡っ
ています。若い皆さんには無限の可能性があり、どの道でも

自ら選択して進むことができるのです。皆さんが入学して、基
礎医学や臨床医学の学習、基礎配属実習、臨床体験実
習、海外留学実習など多彩な教育プログラムを受講して医
学を学ぶうちに、自分の適性や可能性をじっくり考えて、未
来の医師・医学者として世界へ大きく羽ばたいていくことを
期待しています。医師を志していても、まだ具体的な未来像
が掴めない高校生の皆さんでも、いつの日か日本そして世界
の医療・医学のリーダーになることでしょう。神戸大学医学
部でその第一歩を踏み出してください。高い志をもつ若者が
入学してくれることを心待ちにしております。

医学科 教授

勝二 郁夫

臨床と研究に打ち込み、
高度な技能と人間性を修得

基礎医学 臨床医学医学科

教員メッセージ

可能性を
無限大にしたい
君へ

常に代わり続ける
柔軟な学部

ここには可能性を無限大にする環境が整っています。
学修面について、臨床分野では多診療科の現役医師が授業を担当し学生の頃から
興味や将来像を抱け、研究分野では１年次から新医学研究コースを受講でき研究の
世界を知ることができます。両分野ともに早期から広い視野を持つことが出来ます。
部活動面について、部活数は３０を超え大会優勝部活もあるほどアクティブ。気づけ
ばタテヨコの関係が密になり、普段隣にいてくれる大切な人や将来医療の世界で頼
りあえる仲間が出来ます。その他、世界を飛び回る医学生もいるなど過ごし方は様々
で、無限大の可能性を秘めた素晴らしい環境です。

学生メッセージ

医学科 4年

田中 黎

卒業してから思う神戸大学のよいところは“学生の意見を柔軟に吸い上げてくれ
るところ”であると思います。学生時代、チュートリアルという模擬臨床に関する
授業に対して学生側から具体的な改善の要望を提出したことがありました。する
と、数年後から実際にその授業の形式が見直され、授業が変わりました。このよう
に神戸大学医学部医学科には学生からも意見を吸収し、よりよい医学教育を行
おうとする風土があります。ひいてはよい学生が過ごしやすい環境を整えてくれて
いる大学・学部といえます。皆さん、ぜひ神戸大学医学部医学科で充実した大
学生活を送ってください。

卒業生メッセージ

医学科
平成２７年３月卒

明石医療センター
総合内科

水木 真平

生命の神秘に触れ、人のために尽くし、
科学者であり人間として
人類の生命に貢献する
医学部（医学科）では、豊かな人間性を備えた医療従事者を育成するため、
狭義の医学と広義の医学の両方を修得していきます。いうまでもなく医学は人間を対象とした学問。
人文学的側面と社会学的側面があるため、専門知識や技術の修得はもちろんのこと、
人としての深い教養と人類に貢献しようという強い意志をもった医学のプロフェッショナルを育てます。

医学部6年間のカリキュラムと卒業後までの流れを紹介します。

※このカリキュラムは令和2年度入学のものです
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総合教育 基礎医学 臨床医学

病棟の診療チームに参加
し、医師として必要な知識、
思考法（臨床推理）、技術
（スキル）、態度の基本的な
内容を学びます

学生自身が臨床実習のカリ
キュラムを設計し、大学病院
内外の実習病院で実践して
いきます

医師を志すにあたっての、
基本的な知識、判断力を養
います

科学としての医学の基礎を
身に付けます

基礎医学から臨床医学へと
学びが進みます

実技トレーニング開始、診断
と治療の実際を学びます

1年次
•転換教育科目
　→初期体験臨床実習
　→コミュニケーション学等

•共通専門基礎科目
　→基礎物理化学等

•総合医学
　→地域医療学

•新医学研究コース

2年次
•転換教育科目
　→医学英語1・2
•基礎医学
　→解剖学・組織学・生化学等

•基礎・臨床融合科目
　→イメージング・臨床遺伝学・
　　腫瘍学

•総合医学
　→地域医療学
•総合実習
　→基礎配属実習1
　→早期臨床実習1

•高度教養科目
　→英語アドバンスドコース
　→地域医療システム学
　→行動科学

3年次
•転換教育科目
　→医学英語3・4
•基礎医学
　→公衆衛生学・法医学
•基礎・臨床融合科目
　→薬理学および臨床薬理学
•臨床医学チュートリアル
　→臨床医学講義１・２
•総合医学
　→診断学総論・地域医療学等
•総合実習
　→早期臨床実習2

•高度教養科目
　→英語アドバンスドコース
　→医学史と医学概論

•医学研究（１）

4年次
•臨床医学チュートリアル
　→臨床医学講義３
　→症候別チュートリアル
　→IPW
•総合実習
　→臨床医学基本実習
　→ベッドサイドラーニング
　→地域社会医学実習
•医学研究（２）

5年次
•総合実習
　→ベッドサイドラーニング
　→関連病院実習
•医学研究（３）

6年次
•総合実習
　→個別計画実習
•総合医学
　→全人医学・
　　ユニオンレクチャー
•医学研究（4）
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臨床医学部門は人間を構成する各臓器の機能や
病気についての研究と診断・治療が行われます。
臨床医学部門は、内科学講座、内科系講座、外科
学講座、外科系講座の4講座からなります。内科学
講座では循環器、呼吸器、消化器、内分泌、腎臓、
神経など臓器別にわかれて診療や研究がおこなわ
れています。内科系講座では、放射線を用いた診
断や治療を行う放射線医学、赤ちゃんや子どもの
病気を扱う小児科学、アトピーや皮膚がんなどを扱
う皮膚科学、心の病を扱う精神医学、臨床検査法
を開発する臨床検査医学などがあります。外科学
講座では、消化管や消化管に附属する膵臓や肝
臓のがんなどの外科的治療、乳がんの診断や治
療、心臓や血管、呼吸器の病気の外科的治療と
研究を行っています。外科系講座では、骨や筋など
の運動器、脳や脊髄などの神経、目・耳・鼻などの
感覚器、泌尿器や女性生殖器などの疾患の外科
的治療と研究を行っています。

基礎医学部門は人体のさまざまな構造や機能に
ついての知識を高め、まだ解明されていない生命
現象についての基礎的研究や、病気との関連性
を探求します。基礎医学部門は生理学・細胞生物
学講座、生化学・分子生物学講座、病理学講座、
微生物感染症学講座、地域社会医学・健康科学
講座の5講座からなります。生理学・細胞生物学講
座では生命現象を形態や生理機能の面から学び
ます。生化学・分子生物学講座では生命現象を維
持する種々の物質や分子にスポットを当て、生命
活動の道筋を解き明かします。病理学講座では病
気によりもたらされる臓器や組織のかたちの変化を
追及して、その原因を明らかにします。微生物感染
症学講座では細菌やウイルスの病原性について
分子・細胞・個体レベルで明らかにして、新しい治
療法や予防法を確立することを目標にしています。
地域社会医学・健康科学講座では医療と社会の
間の接点にテーマを見つけて探究しています。

医学には、狭義の医学と広義の医学があり、狭義
の医学とは学問としての医学。広義の医学には、
科学的技術としての医術や、道徳的実践としての
医学までをも含みます。また、人間を対象とする点
で、人文・社会科学的な面も持っています。そのど
れを欠いても完全な医学とはいえません。一方、現
代の医療はチーム医療であり、集団への適応性や
集団における指導性も重要な資質として求められ
ます。また、患者さま一人ひとりの気持ちを汲みとり、
配慮していくためのコミュニケーション能力も必要
になってきます。このことから、本医学科では、専門
的知識と技術の修得はもとより、旺盛なる探究心
と創造性を有する「科学者」としての視点を備えた
医師・医学研究者の育成、ならびに、人間としての
深い教養と、人類に貢献する意気を感じる豊かな
人間の育成を目指しています。

医学部（医学科）
School of Medicine

学部の特色

約150年の歴史を持つ附属病院と
医学部とは常に綿密な連携が図られ、
科学と医学の融合、実践的医療への
展 開とともに発 展に寄 与する相 互
関係を築いています。

1 2 少人数グループでの自己開発型学習
を基礎とし、課題探求能力、問題解決
能力を養成。臨床症例に対して問題点
を発見整理して解決する方法を身に
つけます。

3 国際的に活躍できる医師・医学研究
者の育成を目的として、英語教育カリ
キュラムを設定。アドバンスド・コースの
設置等で英語表現能力・英会話能力
の向上を目指した教育を行っています。

次世代を担う医師を目指す皆さんへ
神戸大学医学部は世界に開かれた国際都市神戸に立地
し、美しい山と海に囲まれています。医学部では豊かな人間
性、高い倫理観、高度な専門知識・技能を身につけ、旺盛
な探求心と想像力を有する科学者としての視点を持つこと
が重要です。そして、地域貢献を含めたグローバルな視野で
活躍できる医師及び医学研究者を養成したいと考えていま
す。実際の医療現場で患者さんを診断し治療する臨床医だ
けでなく、生命の仕組みや病気の発症機序を解明する基
礎医学者、社会的な観点から人類の健康の増進を図る公
衆衛生医師など、医師が活躍する分野は実に多岐に渡っ
ています。若い皆さんには無限の可能性があり、どの道でも

自ら選択して進むことができるのです。皆さんが入学して、基
礎医学や臨床医学の学習、基礎配属実習、臨床体験実
習、海外留学実習など多彩な教育プログラムを受講して医
学を学ぶうちに、自分の適性や可能性をじっくり考えて、未
来の医師・医学者として世界へ大きく羽ばたいていくことを
期待しています。医師を志していても、まだ具体的な未来像
が掴めない高校生の皆さんでも、いつの日か日本そして世界
の医療・医学のリーダーになることでしょう。神戸大学医学
部でその第一歩を踏み出してください。高い志をもつ若者が
入学してくれることを心待ちにしております。

医学科 教授

勝二 郁夫

臨床と研究に打ち込み、
高度な技能と人間性を修得

基礎医学 臨床医学医学科

教員メッセージ

可能性を
無限大にしたい
君へ

常に代わり続ける
柔軟な学部

ここには可能性を無限大にする環境が整っています。
学修面について、臨床分野では多診療科の現役医師が授業を担当し学生の頃から
興味や将来像を抱け、研究分野では１年次から新医学研究コースを受講でき研究の
世界を知ることができます。両分野ともに早期から広い視野を持つことが出来ます。
部活動面について、部活数は３０を超え大会優勝部活もあるほどアクティブ。気づけ
ばタテヨコの関係が密になり、普段隣にいてくれる大切な人や将来医療の世界で頼
りあえる仲間が出来ます。その他、世界を飛び回る医学生もいるなど過ごし方は様々
で、無限大の可能性を秘めた素晴らしい環境です。

学生メッセージ

医学科 4年

田中 黎

卒業してから思う神戸大学のよいところは“学生の意見を柔軟に吸い上げてくれ
るところ”であると思います。学生時代、チュートリアルという模擬臨床に関する
授業に対して学生側から具体的な改善の要望を提出したことがありました。する
と、数年後から実際にその授業の形式が見直され、授業が変わりました。このよう
に神戸大学医学部医学科には学生からも意見を吸収し、よりよい医学教育を行
おうとする風土があります。ひいてはよい学生が過ごしやすい環境を整えてくれて
いる大学・学部といえます。皆さん、ぜひ神戸大学医学部医学科で充実した大
学生活を送ってください。

卒業生メッセージ

医学科
平成２７年３月卒

明石医療センター
総合内科

水木 真平

生命の神秘に触れ、人のために尽くし、
科学者であり人間として
人類の生命に貢献する
医学部（医学科）では、豊かな人間性を備えた医療従事者を育成するため、
狭義の医学と広義の医学の両方を修得していきます。いうまでもなく医学は人間を対象とした学問。
人文学的側面と社会学的側面があるため、専門知識や技術の修得はもちろんのこと、
人としての深い教養と人類に貢献しようという強い意志をもった医学のプロフェッショナルを育てます。

医学部6年間のカリキュラムと卒業後までの流れを紹介します。

※このカリキュラムは令和2年度入学のものです
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総合教育 基礎医学 臨床医学

病棟の診療チームに参加
し、医師として必要な知識、
思考法（臨床推理）、技術
（スキル）、態度の基本的な
内容を学びます

学生自身が臨床実習のカリ
キュラムを設計し、大学病院
内外の実習病院で実践して
いきます

医師を志すにあたっての、
基本的な知識、判断力を養
います

科学としての医学の基礎を
身に付けます

基礎医学から臨床医学へと
学びが進みます

実技トレーニング開始、診断
と治療の実際を学びます

1年次
•転換教育科目
　→初期体験臨床実習
　→コミュニケーション学等

•共通専門基礎科目
　→基礎物理化学等

•総合医学
　→地域医療学

•新医学研究コース

2年次
•転換教育科目
　→医学英語1・2
•基礎医学
　→解剖学・組織学・生化学等

•基礎・臨床融合科目
　→イメージング・臨床遺伝学・
　　腫瘍学

•総合医学
　→地域医療学
•総合実習
　→基礎配属実習1
　→早期臨床実習1

•高度教養科目
　→英語アドバンスドコース
　→地域医療システム学
　→行動科学

3年次
•転換教育科目
　→医学英語3・4
•基礎医学
　→公衆衛生学・法医学
•基礎・臨床融合科目
　→薬理学および臨床薬理学
•臨床医学チュートリアル
　→臨床医学講義１・２
•総合医学
　→診断学総論・地域医療学等
•総合実習
　→早期臨床実習2

•高度教養科目
　→英語アドバンスドコース
　→医学史と医学概論

•医学研究（１）

4年次
•臨床医学チュートリアル
　→臨床医学講義３
　→症候別チュートリアル
　→IPW
•総合実習
　→臨床医学基本実習
　→ベッドサイドラーニング
　→地域社会医学実習
•医学研究（２）

5年次
•総合実習
　→ベッドサイドラーニング
　→関連病院実習
•医学研究（３）

6年次
•総合実習
　→個別計画実習
•総合医学
　→全人医学・
　　ユニオンレクチャー
•医学研究（4）
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保健学は、心身の健康と疾病や障害に関する教
育と研究を通して、人類の幸福と社会福祉の向上
に寄与する実践的学問です。近年、医学およびこ
れに関連する科学は目覚しい発展を遂げており、
医学・医療のあらゆる分野において新しい技術が
次々に開発されています。また、我が国は世界でも
有数の超高齢社会を迎えており、これに対応した
医療・保健・福祉などの制度改革が求められてい
ます。看護学専攻、検査技術科学専攻、理学療法
学専攻及び作業療法学専攻を擁する保健学科で
は、このような社会の要請に応えるために、健康の
維持・増進、疾病や障害の予防、患者のケア、病
因・病態の解析や検査・診断技術、心身機能の回
復、代償、補完などに関する教育と研究を通して、
最新の保健・医療を支える有能な人材育成に取り
組んでいます。

教育課程を通じて授与する学位に関して、国際的
にも卓越した教育を保障するため、以下に示した
2つの方針に従って学士の学位を授与します。
●保健学科に所定の期間在学し、それぞれの
専攻が定める卒業に必要な単位を修得する。
●卒業までに、医学部保健学科学生がそれぞれの
課程を通じて達成を目指す学習目標は次のとおり
とする。

「人間性と倫理性」
豊かな人間性と保健医療における高い倫理性を
身につける。

「創造性」
旺盛な探究心と創造力に加えて、課題を設定し
解決できる能力を有する。

「地域性・国際性」
多様な価値観を尊重し、地域社会へ貢献するととも
に国際的に活躍できるための基礎的能力を有する。

「専門性と協働」
医療の基礎学力と高度な専門知識を習得した専
門職として、保健医療福祉チームにおいて協働で
きる。

学位授与に関する方針

看護学は、あらゆる「ひと」の「Life/生きること」の
質を向上するため、人間の尊厳と権利を尊重し、ひ
との「生命・生活・人生」と、共に影響しあう「環
境」、それらすべてを対象として包括的にとらえ、支
援するための実践科学です。
本学では、人間の尊厳と権利を重視する看護専門
職の基盤となる人間性、倫理性、創造性、専門性
を育成するために、ケアリングを軸として、経験学習
を重視した、卓越した看護学教育を提供いたしま
す。さらに、地域性・国際性及び多職種協働

（inter‐professhional work: IPW）の能力を培う
ために、保健学並びに関連諸学問についての教
育を提供します。そして、卓越した資質・力量を備え
た看護専門職者を育成し、保健医療福祉などの幅
広い分野の実践・教育・研究において活躍し、地
域・国際社会への貢献ができる人材の育成を目指
します。 

近年の医学および医療の分野における革新と発
展には、優れた臨床検査技術の開発と応用が大き
く寄与してきました。病気の早期発見、診断および
治療や健康状態の把握に必要な臨床検査は、今
やまさに医療の中核的役割を担う１つの分野とし
て位置付けられ、チーム医療においても中心的な
立場に立っています。さらには、治療薬、診断薬や
医療機器の研究開発分野においても貢献の場を
広げています。臨床検査技術がこのように高度に
なって役割を広げ、医学・医療の向上に寄与する
ための重要な責務を負うようになった現在、その人
材を養成する国立大学においては、より高度な基
礎・専門知識および技術と研究開発能力を獲得さ
せる教育が必要です。検査技術科学専攻では、生
体情報を科学的に解釈し、それを診療へ最大限に
提供できる能力だけでなく、医療人としての自覚と
倫理観を備えた人間性豊かな臨床検査技師、さら
に臨床検査学・医学を中心とする分野の第一線で
活躍しうる研究・教育者を育成することを目指して
います。

超高齢社会、疾病構造の変化､さらに障がい者の
社会復帰や福祉向上は､リハビリテーション医学に
おける機能回復をひとつの医学領域と位置付け､
重要な役割を担うものとして社会が要請するように
なりました｡理学療法は､物理療法や運動療法に
よって身体の機能回復を図るもので､他のすべての
医療分野と直結しています。そのために､近年のチー
ム医療では医師及び看護師等の医療スタッフとの
密接な連携と相互の協調が必要となります。さらに
理学療法学の分野では医療における重要な役割と
高度な技術への対応が要請され､高等教育による
人材の育成が必要となってきました。一方、高等教
育における養成機関は少なく、医学及び医療の変
化に必ずしも対応できていないと思われます。理学
療法学専攻においては、理学療法の基本を学び、
身体機能や能力を評価・分析し、最善・最新の理学
療法を提供できる能力を養います。さらに科学的視
点から思考する能力を養いながら、将来、科学的根
拠に基づいた効果的な理学療法を実践し､創造で
きる専門家の育成を使命としています。

我が国の医療・保健・福祉施策は、世界の情勢
に伴って、個々の人権の尊重と地域支援という
方向に変化しています。作業療法士は、これらの
分野において活躍が期待されています。その主
な役割は、医学の知識を十分に有したうえで、対
象者のもつ作業特性を理解し、環境や個人因子
を配慮した治療技術と支援を提供することです。
作業療法士に要請されることは、対象者の病期
に応じた機能障害の回復、生活手段の獲得、社
会復帰への支援などの作業療法技術です。さらに
は、対象者に関わる多職種との優れたコーディ
ネート能力も重要です。作業療法学専攻では、身
体や精神に障がいのある子どもや成人、高齢者
に対してさまざまな作業活動を提供することで、そ
の人が持っている、もしくは望まれる身体的・精
神的機能を最大限に発揮できるようにするため、
その方 法を学ぶだけでなく分 析・応 用 能力を
磨き、対 象 者のあらゆるニーズに対 応できる
能力を養います。

医学部（保健学科）
School of Medicine

学部の特色

医学・医療・保健に関する幅広い知
識と高度な専門技術とともに、豊かな
人間性や倫理性も求められており、総
合大学の利点を活かした教養教育に
も大きな比重を置いています。

1 2 学生約160人に対して、70人を越え
る教員の人数。1つの学部にも匹敵す
る規模と陣容を誇り、国内でもトップク
ラスの教育機関といえる充実した体制
を整えています。

3 大学院保健学研究科も設置され、高
度な知識と技術をもった高度医療専
門職や包括的かつ国際的な視野を備
えた研究者の養成まで一貫して行うこ
とが可能となっています。

感染症研究と国際的な学生交流活動
医療技術が発達した現在でも感染症は世界的な主要死亡
要因の一つです。特に熱帯・亜熱帯の開発途上国において
その影響は深刻です。また、感染症に国境はなく、日本にも多
くの輸入感染症が存在します。私達の研究室では感染症の
原因となるヒト病原性ウイルスについて研究しています。具体
的には、日本近隣のアジア諸国の研究グループと連携して
現地での感染症発生状況や薬剤耐性ウイルス出現に関す
るフィールド調査を行うと共に、神戸の研究室において新しい
治療法を開発するための基礎研究を行っています。
また、医学部保健学科全体の取組として、海外の協定大学
と連携した国際的な学生交流活動を行っています。近年、日

本への外国人訪問者（インバウンド）が増加する傾向にあり、
これら外国人訪問者に対する保健医療体制を充実させる必
要性が高まっています。また、日本の優れた保健医療システ
ムを国外へ輸出（アウトバウンド）することにより諸外国が抱え
る保健医療課題の解決に貢献すると共に、国外へ市場開
拓する試みもなされています。このような保健医療体制のグ
ローバル化に関心を持ち、積極的に寄与できる保健医療人
材の育成が今後重要になると考えます。国際的な学生交流
活動に参加した学生が、将来、グローバルに活躍する保健
医療人材に成長して、世界を舞台に活躍してくれることを
願っています。

保健学科 教授

亀岡 正典

医療・保健・福祉を通して、
人類の幸福と社会福祉に貢献

看護学専攻 検査技術科学専攻 理学療法学専攻 作業療法学専攻保健学科

教員メッセージ

作業療法学専攻では、基礎的な医学の知識から、応用的・実践的な作業療法の治
療方法に至る流れで学んでいきます。先生方は授業の中で、学んだ知識や技術をどう
活かせば相手の気持ちを理解し、寄り添った治療ができるかを私たちに教えてくれま
す。専攻全員で約20名と少人数であるため、先生方と関わる機会が多く、学生一人
一人に合った指導をしてもらえる事が特長です。同期や先輩後輩の繋がりも強く、お
互いに助け合いながら、時には、刺激を与え合いながら学校生活を送る事ができます。
このような環境で勉学に励むことで、幅広い知識と思いやりのある治療の術を学ぶ
事ができます。

学生メッセージ

保健学科
作業療法学専攻

4年

萩原 佑介

将来の
選択肢が広がる
幅広い知識

思いやりのある
作業療法を

保健学科と聞くと、病院で働く医療従事者を目指す学科だと思われるのではないでしょうか。
私も入学するまではそのように思っていたのですが、講義で臨床検査技師の専門的な資格
を生かして企業で働く先輩方の話を聞き、様 な々将来の選択肢があることを知りました。
また、講義や病院実習で医学的な基礎知識や専門的な検査技術などの幅広い知識
を得て、私は臨床検査技師の専門的な資格を生かして企業で働きたいと考え、修士
課程に進学しました。
神戸大学での大学生活を通して専門的な知識だけでなく様々なことを学ぶことがで
き、将来の選択肢が広がったと思います。

卒業生メッセージ
保健学科

検査技術科学専攻
平成２９年３月卒
神戸大学大学院

保健学研究科
病態解析学領域

横井 彩

幅広い知識と技能、豊かな人間性を備え、
チーム医療の中で活躍できる
医療職者の育成を目指しています
少子高齢化が進む我が国において、人々の健康の維持・増進、疾病の予防のほか、
障がい者の社会復帰やノーマライゼーションは、今後ますます重要課題になっていきます。
さらに看護師、臨床検査技師、理学療法士や作業療法士など医療専門職者が果たす役割や活動フィールドは拡大傾向にあります。
こうした医療福祉環境の中で、人間の健康と幸福を求め、福祉の向上に寄与、貢献する高度な専門技術を備えた人材を育成していきます。
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保健学は、心身の健康と疾病や障害に関する教
育と研究を通して、人類の幸福と社会福祉の向上
に寄与する実践的学問です。近年、医学およびこ
れに関連する科学は目覚しい発展を遂げており、
医学・医療のあらゆる分野において新しい技術が
次々に開発されています。また、我が国は世界でも
有数の超高齢社会を迎えており、これに対応した
医療・保健・福祉などの制度改革が求められてい
ます。看護学専攻、検査技術科学専攻、理学療法
学専攻及び作業療法学専攻を擁する保健学科で
は、このような社会の要請に応えるために、健康の
維持・増進、疾病や障害の予防、患者のケア、病
因・病態の解析や検査・診断技術、心身機能の回
復、代償、補完などに関する教育と研究を通して、
最新の保健・医療を支える有能な人材育成に取り
組んでいます。

教育課程を通じて授与する学位に関して、国際的
にも卓越した教育を保障するため、以下に示した
2つの方針に従って学士の学位を授与します。
●保健学科に所定の期間在学し、それぞれの
専攻が定める卒業に必要な単位を修得する。
●卒業までに、医学部保健学科学生がそれぞれの
課程を通じて達成を目指す学習目標は次のとおり
とする。

「人間性と倫理性」
豊かな人間性と保健医療における高い倫理性を
身につける。

「創造性」
旺盛な探究心と創造力に加えて、課題を設定し
解決できる能力を有する。

「地域性・国際性」
多様な価値観を尊重し、地域社会へ貢献するととも
に国際的に活躍できるための基礎的能力を有する。

「専門性と協働」
医療の基礎学力と高度な専門知識を習得した専
門職として、保健医療福祉チームにおいて協働で
きる。

学位授与に関する方針

看護学は、あらゆる「ひと」の「Life/生きること」の
質を向上するため、人間の尊厳と権利を尊重し、ひ
との「生命・生活・人生」と、共に影響しあう「環
境」、それらすべてを対象として包括的にとらえ、支
援するための実践科学です。
本学では、人間の尊厳と権利を重視する看護専門
職の基盤となる人間性、倫理性、創造性、専門性
を育成するために、ケアリングを軸として、経験学習
を重視した、卓越した看護学教育を提供いたしま
す。さらに、地域性・国際性及び多職種協働

（inter‐professhional work: IPW）の能力を培う
ために、保健学並びに関連諸学問についての教
育を提供します。そして、卓越した資質・力量を備え
た看護専門職者を育成し、保健医療福祉などの幅
広い分野の実践・教育・研究において活躍し、地
域・国際社会への貢献ができる人材の育成を目指
します。 

近年の医学および医療の分野における革新と発
展には、優れた臨床検査技術の開発と応用が大き
く寄与してきました。病気の早期発見、診断および
治療や健康状態の把握に必要な臨床検査は、今
やまさに医療の中核的役割を担う１つの分野とし
て位置付けられ、チーム医療においても中心的な
立場に立っています。さらには、治療薬、診断薬や
医療機器の研究開発分野においても貢献の場を
広げています。臨床検査技術がこのように高度に
なって役割を広げ、医学・医療の向上に寄与する
ための重要な責務を負うようになった現在、その人
材を養成する国立大学においては、より高度な基
礎・専門知識および技術と研究開発能力を獲得さ
せる教育が必要です。検査技術科学専攻では、生
体情報を科学的に解釈し、それを診療へ最大限に
提供できる能力だけでなく、医療人としての自覚と
倫理観を備えた人間性豊かな臨床検査技師、さら
に臨床検査学・医学を中心とする分野の第一線で
活躍しうる研究・教育者を育成することを目指して
います。

超高齢社会、疾病構造の変化､さらに障がい者の
社会復帰や福祉向上は､リハビリテーション医学に
おける機能回復をひとつの医学領域と位置付け､
重要な役割を担うものとして社会が要請するように
なりました｡理学療法は､物理療法や運動療法に
よって身体の機能回復を図るもので､他のすべての
医療分野と直結しています。そのために､近年のチー
ム医療では医師及び看護師等の医療スタッフとの
密接な連携と相互の協調が必要となります。さらに
理学療法学の分野では医療における重要な役割と
高度な技術への対応が要請され､高等教育による
人材の育成が必要となってきました。一方、高等教
育における養成機関は少なく、医学及び医療の変
化に必ずしも対応できていないと思われます。理学
療法学専攻においては、理学療法の基本を学び、
身体機能や能力を評価・分析し、最善・最新の理学
療法を提供できる能力を養います。さらに科学的視
点から思考する能力を養いながら、将来、科学的根
拠に基づいた効果的な理学療法を実践し､創造で
きる専門家の育成を使命としています。

我が国の医療・保健・福祉施策は、世界の情勢
に伴って、個々の人権の尊重と地域支援という
方向に変化しています。作業療法士は、これらの
分野において活躍が期待されています。その主
な役割は、医学の知識を十分に有したうえで、対
象者のもつ作業特性を理解し、環境や個人因子
を配慮した治療技術と支援を提供することです。
作業療法士に要請されることは、対象者の病期
に応じた機能障害の回復、生活手段の獲得、社
会復帰への支援などの作業療法技術です。さらに
は、対象者に関わる多職種との優れたコーディ
ネート能力も重要です。作業療法学専攻では、身
体や精神に障がいのある子どもや成人、高齢者
に対してさまざまな作業活動を提供することで、そ
の人が持っている、もしくは望まれる身体的・精
神的機能を最大限に発揮できるようにするため、
その方 法を学ぶだけでなく分 析・応 用 能力を
磨き、対 象 者のあらゆるニーズに対 応できる
能力を養います。

医学部（保健学科）
School of Medicine

学部の特色

医学・医療・保健に関する幅広い知
識と高度な専門技術とともに、豊かな
人間性や倫理性も求められており、総
合大学の利点を活かした教養教育に
も大きな比重を置いています。

1 2 学生約160人に対して、70人を越え
る教員の人数。1つの学部にも匹敵す
る規模と陣容を誇り、国内でもトップク
ラスの教育機関といえる充実した体制
を整えています。

3 大学院保健学研究科も設置され、高
度な知識と技術をもった高度医療専
門職や包括的かつ国際的な視野を備
えた研究者の養成まで一貫して行うこ
とが可能となっています。

感染症研究と国際的な学生交流活動
医療技術が発達した現在でも感染症は世界的な主要死亡
要因の一つです。特に熱帯・亜熱帯の開発途上国において
その影響は深刻です。また、感染症に国境はなく、日本にも多
くの輸入感染症が存在します。私達の研究室では感染症の
原因となるヒト病原性ウイルスについて研究しています。具体
的には、日本近隣のアジア諸国の研究グループと連携して
現地での感染症発生状況や薬剤耐性ウイルス出現に関す
るフィールド調査を行うと共に、神戸の研究室において新しい
治療法を開発するための基礎研究を行っています。
また、医学部保健学科全体の取組として、海外の協定大学
と連携した国際的な学生交流活動を行っています。近年、日

本への外国人訪問者（インバウンド）が増加する傾向にあり、
これら外国人訪問者に対する保健医療体制を充実させる必
要性が高まっています。また、日本の優れた保健医療システ
ムを国外へ輸出（アウトバウンド）することにより諸外国が抱え
る保健医療課題の解決に貢献すると共に、国外へ市場開
拓する試みもなされています。このような保健医療体制のグ
ローバル化に関心を持ち、積極的に寄与できる保健医療人
材の育成が今後重要になると考えます。国際的な学生交流
活動に参加した学生が、将来、グローバルに活躍する保健
医療人材に成長して、世界を舞台に活躍してくれることを
願っています。

保健学科 教授

亀岡 正典

医療・保健・福祉を通して、
人類の幸福と社会福祉に貢献

看護学専攻 検査技術科学専攻 理学療法学専攻 作業療法学専攻保健学科

教員メッセージ

作業療法学専攻では、基礎的な医学の知識から、応用的・実践的な作業療法の治
療方法に至る流れで学んでいきます。先生方は授業の中で、学んだ知識や技術をどう
活かせば相手の気持ちを理解し、寄り添った治療ができるかを私たちに教えてくれま
す。専攻全員で約20名と少人数であるため、先生方と関わる機会が多く、学生一人
一人に合った指導をしてもらえる事が特長です。同期や先輩後輩の繋がりも強く、お
互いに助け合いながら、時には、刺激を与え合いながら学校生活を送る事ができます。
このような環境で勉学に励むことで、幅広い知識と思いやりのある治療の術を学ぶ
事ができます。

学生メッセージ

保健学科
作業療法学専攻

4年

萩原 佑介

将来の
選択肢が広がる
幅広い知識

思いやりのある
作業療法を

保健学科と聞くと、病院で働く医療従事者を目指す学科だと思われるのではないでしょうか。
私も入学するまではそのように思っていたのですが、講義で臨床検査技師の専門的な資格
を生かして企業で働く先輩方の話を聞き、様 な々将来の選択肢があることを知りました。
また、講義や病院実習で医学的な基礎知識や専門的な検査技術などの幅広い知識
を得て、私は臨床検査技師の専門的な資格を生かして企業で働きたいと考え、修士
課程に進学しました。
神戸大学での大学生活を通して専門的な知識だけでなく様々なことを学ぶことがで
き、将来の選択肢が広がったと思います。

卒業生メッセージ
保健学科

検査技術科学専攻
平成２９年３月卒
神戸大学大学院

保健学研究科
病態解析学領域

横井 彩

幅広い知識と技能、豊かな人間性を備え、
チーム医療の中で活躍できる
医療職者の育成を目指しています
少子高齢化が進む我が国において、人々の健康の維持・増進、疾病の予防のほか、
障がい者の社会復帰やノーマライゼーションは、今後ますます重要課題になっていきます。
さらに看護師、臨床検査技師、理学療法士や作業療法士など医療専門職者が果たす役割や活動フィールドは拡大傾向にあります。
こうした医療福祉環境の中で、人間の健康と幸福を求め、福祉の向上に寄与、貢献する高度な専門技術を備えた人材を育成していきます。
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建築学は、人間生活の基盤である住宅や建築施
設をはじめ、日常の生活から社会生活に至るさまざ
まな空間や領域を創造していくことを目的としてい
ます。現在では、快適さや利便性、安全といった従
来必須の要件だけでなく、形態・空間の美しさや豊
かさ、地球環境にまで配慮した創造が求められる総
合的かつ先端の学問でもあります。本学科では、こ
うした現代建築の諸要件を踏まえ、建築計画・建
築史、構造工学、環境工学の3つの基礎分野に
加え、空間デザイン分野を置き、これらを総合する
教育を目指しています。学部生が自習できるスタジ
オ棟やさまざまな実践的演習のための実験棟が整
備され、さらに学部で修得した知識と能力を深め、
より高度な専門性を獲得するために大学院（博士
前期・後期課程）へと進学することができます。

社会基盤施設の建設と保全を通じて、安全で環境
に調和した社会の創造を目指すのが市民工学。本
学科では、環境に負荷が少なく、持続的に発展でき
る都市・地域を創造、そして保全・再生していくため
の理論と技術を学び、公共性の高い高度な専門技
術と総合的な判断力を備えた国際的なエンジニアを
育成します。具体的な内容は、次の通りです。安全で
安心な社会：地震や洪水など自然災害から私たちを
守り、安全で安心な生活環境を提供。自然との共
生：自然環境と調和した社会基盤を整備し未来の
人類に良好な地球環境を継承。地域との協働：地
域市民の意向を反映し、個性豊かな都市・地域空
間を創出。国際協力：海外での社会基盤整備や災
害援助など国際社会の発展を支援。これら｢パブ
リックサービス」という言葉に包括される知識を有し
た技術者・研究者を育成します。

電気・電子工学は、産業界および日常生活の双方
で必要不可欠な基盤技術となり、目を見張る進歩
を遂げています。特に、エレクトロニクス分野の技術
革新は、スマートフォン、コンピュータ、LSI、LED、太
陽電池、新素材などのハードウェアを提供し、これら
を結ぶ情報通信ネットワークやソフトウェアの技術
と融合して、高度な情報化社会を実現してきまし
た。電気電子工学科では、このような時代のニーズ
に応えるべく、電磁気・回路・計算機の基礎はもと
より、LSI設計、情報通信・暗号理論、ウェアラブル
機器、人工知能、量子ドットやナノデバイス・有機
材料を応用した新たな素材・素子・センサの開発と
物性、エネルギーの発生・変換・制御と高度化利
用などに関する教育研究を行い、新たな技術の展
開に寄与できる国際性豊かな人材の育成と先端
的な研究を通じて社会に貢献しています。

世界を席巻する自動車、デジタルカメラ、精密機器
などの開発と製造といった日本の産業の基盤を支え
ているのは機械工学です。また、人類が抱えるエネ
ルギー問題や地球温暖化問題なども機械工学なく
しては解決できません。現在では、ナノテク、バイオ、
ロボット、医療、環境など機械工学の応用分野は広
がり、社会のニーズに対応した発展が求められてい
ます。このように、常に最先端の技術開発に挑戦し、
社会を変革するのが機械工学です。本学科では、
ハードとソフトの両面から、先端的かつ高機能化され
た多数の要素技術を統合・融合することにより、社
会と環境との調和を保ちつつ、高度化した機械シス
テムの設計、製造、制御までの幅広い機械及びそ
の関連分野の教育研究を行っています。そして時代
のニーズに応えられる技能と見識を備え、国際的な
視野をもった技術者・研究者を育成します。

近年のあらゆる科学技術の急速な進歩を支えるに
は、材料革命といわれる精密、あるいは高度な機能
を有する物質、素材、材料の開発と高度生産技術
の開発が必須になっています。応用化学科は、これ
らの理念により従来の工業化学科と化学工学科
を統合して生まれた工学の総合的な化学系学科
です。本学科では、分子レベルのミクロな基礎化学
から分子集合体である化学物質・材料への機能
性の付与、機能性の発現、物質の創製及び生産
技術への生物機能の工学的応用など幅広い内容
の教育・研究を行っています。人類の平和と発展の
ため、プラスティック、金属、セラミックなどの基礎素
材を生産するだけでなく、医工学、バイオテクノロ
ジー、食品工学など広範な工学において多大に貢
献していける、将来の化学工業を担う技術者・研
究者を育成していきます。

高性能化、高知能化する情報システムを構築した
り、急速に進展する高度情報化社会の中で活躍
できる人材を養成するためには、幅広い分野の教
育・研究が必要となってきます。神戸大学の情報知
能工学は、「情報」を媒体として既存の諸工学分野
を有機的に結合し、「知能」による創造的プロセス
を追求するとともに、次世代の知能化情報システ
ムを創出するこれまでにない新しい学問領域です。
本学科では、計算機を中心とした情報システム技
術、情報の計測及びパターン認識に関する情報
認識技術、システム技術と人工知能技術を統合し
た知的システム技術など、情報知能技術者として
身につけておくべき専門分野の教育と研究を行っ
ています。それにより、創造性豊かな思考と研究開
発能力を備えた、時代の要請に応えられる技術
者・研究者の育成を目指します。

工 学部
Faculty of Engineering

学部の特色

1 神戸大学工学部は、創立以来の伝統である自由
闊達な気風を保ち、世界とつながる「知」の拠点と
して多くの優れた教員や学生が集い、知的好奇
心を高めながら自由に勉学、研究ができます。海
外協定大学などへの留学の機会も多くあります。

2 創造性の礎となる知識を身に付けるため、しっかりとし
た基礎教育を実行します。また各研究室では最先端
の研究が行われており、研究室配属後の卒業研究で
は、教員による個別指導のもとでそのような先端研究
の一翼を担い、自主性と創造性を養うことができます。

3 卒業生の約7割が、より専門性の高い学識を修める
ために大学院に進学し、高度な先端研究を推進しま
す。3万余名にのぼる卒業生／修了生の多くが、技術
者、経営者、研究者として国内外の民間企業、国や
地方公共団体等で広く活躍し、高く評価されています。

実社会に役立つ工学
工学と理学の違いを端的に言えば、理学は「自然界の謎解
き」に主眼があり、工学は「実社会に役立てる」ことに主眼が
あることでしょう。工学でも自然界の原理を追究しますが、得ら
れた知見は最終的に実社会に役立てられます。工学はモノ
を作るための学問だとよく言われますが、そのモノは実社会に
投入され、人が使うものであることを忘れてはなりません。つま
り、工学はそのモノによって人々が享受するサービス＝コトま
でを考えるべきなのです。
このような観点から、「ものづくりからことづくりへ」と言われるよ
うになったのですが、それも実は随分前のことです。最近は、
環境問題やSDGsなどが声高に叫ばれるようになりました。こ

れは、工学がこれまで特定の地域の人々の短期的な幸せだ
けを追求してきた結果、地球規模での様々な問題を引き起こ
してしまったことによる反省からきているように思います。これ
からの工学ももちろん「実社会に役立つ」ためにあるのです
が、特定の人々の短期的な幸せではなく、地球規模での持
続可能なしあわせを追及すべきではないかと思います。
神戸大学工学部は、２０２１年に創立１００周年を迎えるにあ
たり、次の１００年を見据えて、「ものづくり、ことづくり、そして
ずっと続くしあわせづくり」を表題とするビジョンを策定しまし
た。次世代を担う皆さん、我々と一緒に未来の社会に役立
つ新しい工学を創っていきませんか。

工学部 教授

横小路 泰義

教員メッセージ

自分の
やりたいことを
学べる場所

やりたいことは
やってりゃ
見つかる

自動運転や人型ロボット等、少し前まではSFでしかなかった技術が次第に現実
のモノになりつつあります。そんな未来のモノづくりに憧れてこの学科を選びまし
た。講義では基礎的な理論を学ぶだけでなく、多岐にわたる実験・実習を通して
実際のモノに触れることができます。特にエンジンの分解・組み直しを行ってその
仕組みを観察する実習は印象に残っています。同時にプログラミング学習を通し
てソフトな面の学習を進めることもでき、自分のやりたい勉強を見つけるきっかけ
になりました。また、勉強以外でも部活やサークル等を通して沢山のかけがえのな
い仲間と出会えました。

学生メッセージ

機械工学科 4年

大西 亮賛

高校の頃の私には「やりたいこと」が特になく、神戸ってオシャレで楽しそう、物理
の力学は割と好き、といった程度の理由で大学を選びました。しかし、入学後は大
学が充実した環境と情報を与えてくれたため、興味の幅を広げながら目の前の勉
強や研究に精一杯向き合い続けることができました。その結果として身についた
知識や考え方は私が従事するコンバインの設計・開発業務において大きな財産
となっています。私と同じように「やりたいこと」が曖昧な人もいると思いますが、
神戸大学の機械工学科に進む理由が何かひとつでもあればそれで十分です。大
事なのはそこで何をするかです。

卒業生メッセージ

機械工学科
平成２4年３月卒
株式会社クボタ

田代 元

実社会の問題解決のために自然界の原理を追求し
地球環境と共生できる科学・技術を開拓することで
誰もが幸福な未来社会の実現に貢献する
神戸大学工学部の歴史は、1921年に設立された旧制神戸高等工業学校から始まり、2021年には創立100周年を迎えます。本学部では、開学の精神である「学務と
実務の両立とこれを支える自主的研究の尊重」を重んじ、まず幅広い教養と基礎的な専門教育を行った上で、先端研究を通して創造性と学識を深める教育を行います。
これにより、国際社会の様々な場面で活躍できる技術者、革新的な技術開発の舵取りができるプロジェクトリーダー、新たな「知」を生み出す研究者となる人材を育成し
ます。

芸術と科学・技術を融合させ、
先端的な創造を目指す

建築学科

安全で環境に調和した、
都市・地域を創る

市民工学科

産業と人の生活を支える
高度なテクノロジーを開発

電気電子工学科

最先端の技術で産業を支え、
社会を変革する

機械工学科

より高機能な材料や
新しいプロセスを開発

応用化学科

高度に知能化された
情報システムを構築

情報知能工学科
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建築学は、人間生活の基盤である住宅や建築施
設をはじめ、日常の生活から社会生活に至るさまざ
まな空間や領域を創造していくことを目的としてい
ます。現在では、快適さや利便性、安全といった従
来必須の要件だけでなく、形態・空間の美しさや豊
かさ、地球環境にまで配慮した創造が求められる総
合的かつ先端の学問でもあります。本学科では、こ
うした現代建築の諸要件を踏まえ、建築計画・建
築史、構造工学、環境工学の3つの基礎分野に
加え、空間デザイン分野を置き、これらを総合する
教育を目指しています。学部生が自習できるスタジ
オ棟やさまざまな実践的演習のための実験棟が整
備され、さらに学部で修得した知識と能力を深め、
より高度な専門性を獲得するために大学院（博士
前期・後期課程）へと進学することができます。

社会基盤施設の建設と保全を通じて、安全で環境
に調和した社会の創造を目指すのが市民工学。本
学科では、環境に負荷が少なく、持続的に発展でき
る都市・地域を創造、そして保全・再生していくため
の理論と技術を学び、公共性の高い高度な専門技
術と総合的な判断力を備えた国際的なエンジニアを
育成します。具体的な内容は、次の通りです。安全で
安心な社会：地震や洪水など自然災害から私たちを
守り、安全で安心な生活環境を提供。自然との共
生：自然環境と調和した社会基盤を整備し未来の
人類に良好な地球環境を継承。地域との協働：地
域市民の意向を反映し、個性豊かな都市・地域空
間を創出。国際協力：海外での社会基盤整備や災
害援助など国際社会の発展を支援。これら｢パブ
リックサービス」という言葉に包括される知識を有し
た技術者・研究者を育成します。

電気・電子工学は、産業界および日常生活の双方
で必要不可欠な基盤技術となり、目を見張る進歩
を遂げています。特に、エレクトロニクス分野の技術
革新は、スマートフォン、コンピュータ、LSI、LED、太
陽電池、新素材などのハードウェアを提供し、これら
を結ぶ情報通信ネットワークやソフトウェアの技術
と融合して、高度な情報化社会を実現してきまし
た。電気電子工学科では、このような時代のニーズ
に応えるべく、電磁気・回路・計算機の基礎はもと
より、LSI設計、情報通信・暗号理論、ウェアラブル
機器、人工知能、量子ドットやナノデバイス・有機
材料を応用した新たな素材・素子・センサの開発と
物性、エネルギーの発生・変換・制御と高度化利
用などに関する教育研究を行い、新たな技術の展
開に寄与できる国際性豊かな人材の育成と先端
的な研究を通じて社会に貢献しています。

世界を席巻する自動車、デジタルカメラ、精密機器
などの開発と製造といった日本の産業の基盤を支え
ているのは機械工学です。また、人類が抱えるエネ
ルギー問題や地球温暖化問題なども機械工学なく
しては解決できません。現在では、ナノテク、バイオ、
ロボット、医療、環境など機械工学の応用分野は広
がり、社会のニーズに対応した発展が求められてい
ます。このように、常に最先端の技術開発に挑戦し、
社会を変革するのが機械工学です。本学科では、
ハードとソフトの両面から、先端的かつ高機能化され
た多数の要素技術を統合・融合することにより、社
会と環境との調和を保ちつつ、高度化した機械シス
テムの設計、製造、制御までの幅広い機械及びそ
の関連分野の教育研究を行っています。そして時代
のニーズに応えられる技能と見識を備え、国際的な
視野をもった技術者・研究者を育成します。

近年のあらゆる科学技術の急速な進歩を支えるに
は、材料革命といわれる精密、あるいは高度な機能
を有する物質、素材、材料の開発と高度生産技術
の開発が必須になっています。応用化学科は、これ
らの理念により従来の工業化学科と化学工学科
を統合して生まれた工学の総合的な化学系学科
です。本学科では、分子レベルのミクロな基礎化学
から分子集合体である化学物質・材料への機能
性の付与、機能性の発現、物質の創製及び生産
技術への生物機能の工学的応用など幅広い内容
の教育・研究を行っています。人類の平和と発展の
ため、プラスティック、金属、セラミックなどの基礎素
材を生産するだけでなく、医工学、バイオテクノロ
ジー、食品工学など広範な工学において多大に貢
献していける、将来の化学工業を担う技術者・研
究者を育成していきます。

高性能化、高知能化する情報システムを構築した
り、急速に進展する高度情報化社会の中で活躍
できる人材を養成するためには、幅広い分野の教
育・研究が必要となってきます。神戸大学の情報知
能工学は、「情報」を媒体として既存の諸工学分野
を有機的に結合し、「知能」による創造的プロセス
を追求するとともに、次世代の知能化情報システ
ムを創出するこれまでにない新しい学問領域です。
本学科では、計算機を中心とした情報システム技
術、情報の計測及びパターン認識に関する情報
認識技術、システム技術と人工知能技術を統合し
た知的システム技術など、情報知能技術者として
身につけておくべき専門分野の教育と研究を行っ
ています。それにより、創造性豊かな思考と研究開
発能力を備えた、時代の要請に応えられる技術
者・研究者の育成を目指します。

工 学部
Faculty of Engineering

学部の特色

1 神戸大学工学部は、創立以来の伝統である自由
闊達な気風を保ち、世界とつながる「知」の拠点と
して多くの優れた教員や学生が集い、知的好奇
心を高めながら自由に勉学、研究ができます。海
外協定大学などへの留学の機会も多くあります。

2 創造性の礎となる知識を身に付けるため、しっかりとし
た基礎教育を実行します。また各研究室では最先端
の研究が行われており、研究室配属後の卒業研究で
は、教員による個別指導のもとでそのような先端研究
の一翼を担い、自主性と創造性を養うことができます。

3 卒業生の約7割が、より専門性の高い学識を修める
ために大学院に進学し、高度な先端研究を推進しま
す。3万余名にのぼる卒業生／修了生の多くが、技術
者、経営者、研究者として国内外の民間企業、国や
地方公共団体等で広く活躍し、高く評価されています。

実社会に役立つ工学
工学と理学の違いを端的に言えば、理学は「自然界の謎解
き」に主眼があり、工学は「実社会に役立てる」ことに主眼が
あることでしょう。工学でも自然界の原理を追究しますが、得ら
れた知見は最終的に実社会に役立てられます。工学はモノ
を作るための学問だとよく言われますが、そのモノは実社会に
投入され、人が使うものであることを忘れてはなりません。つま
り、工学はそのモノによって人々が享受するサービス＝コトま
でを考えるべきなのです。
このような観点から、「ものづくりからことづくりへ」と言われるよ
うになったのですが、それも実は随分前のことです。最近は、
環境問題やSDGsなどが声高に叫ばれるようになりました。こ

れは、工学がこれまで特定の地域の人々の短期的な幸せだ
けを追求してきた結果、地球規模での様々な問題を引き起こ
してしまったことによる反省からきているように思います。これ
からの工学ももちろん「実社会に役立つ」ためにあるのです
が、特定の人々の短期的な幸せではなく、地球規模での持
続可能なしあわせを追及すべきではないかと思います。
神戸大学工学部は、２０２１年に創立１００周年を迎えるにあ
たり、次の１００年を見据えて、「ものづくり、ことづくり、そして
ずっと続くしあわせづくり」を表題とするビジョンを策定しまし
た。次世代を担う皆さん、我々と一緒に未来の社会に役立
つ新しい工学を創っていきませんか。

工学部 教授

横小路 泰義

教員メッセージ

自分の
やりたいことを
学べる場所

やりたいことは
やってりゃ
見つかる

自動運転や人型ロボット等、少し前まではSFでしかなかった技術が次第に現実
のモノになりつつあります。そんな未来のモノづくりに憧れてこの学科を選びまし
た。講義では基礎的な理論を学ぶだけでなく、多岐にわたる実験・実習を通して
実際のモノに触れることができます。特にエンジンの分解・組み直しを行ってその
仕組みを観察する実習は印象に残っています。同時にプログラミング学習を通し
てソフトな面の学習を進めることもでき、自分のやりたい勉強を見つけるきっかけ
になりました。また、勉強以外でも部活やサークル等を通して沢山のかけがえのな
い仲間と出会えました。

学生メッセージ

機械工学科 4年

大西 亮賛

高校の頃の私には「やりたいこと」が特になく、神戸ってオシャレで楽しそう、物理
の力学は割と好き、といった程度の理由で大学を選びました。しかし、入学後は大
学が充実した環境と情報を与えてくれたため、興味の幅を広げながら目の前の勉
強や研究に精一杯向き合い続けることができました。その結果として身についた
知識や考え方は私が従事するコンバインの設計・開発業務において大きな財産
となっています。私と同じように「やりたいこと」が曖昧な人もいると思いますが、
神戸大学の機械工学科に進む理由が何かひとつでもあればそれで十分です。大
事なのはそこで何をするかです。

卒業生メッセージ

機械工学科
平成２4年３月卒
株式会社クボタ

田代 元

実社会の問題解決のために自然界の原理を追求し
地球環境と共生できる科学・技術を開拓することで
誰もが幸福な未来社会の実現に貢献する
神戸大学工学部の歴史は、1921年に設立された旧制神戸高等工業学校から始まり、2021年には創立100周年を迎えます。本学部では、開学の精神である「学務と
実務の両立とこれを支える自主的研究の尊重」を重んじ、まず幅広い教養と基礎的な専門教育を行った上で、先端研究を通して創造性と学識を深める教育を行います。
これにより、国際社会の様々な場面で活躍できる技術者、革新的な技術開発の舵取りができるプロジェクトリーダー、新たな「知」を生み出す研究者となる人材を育成し
ます。

芸術と科学・技術を融合させ、
先端的な創造を目指す

建築学科

安全で環境に調和した、
都市・地域を創る

市民工学科

産業と人の生活を支える
高度なテクノロジーを開発

電気電子工学科

最先端の技術で産業を支え、
社会を変革する

機械工学科

より高機能な材料や
新しいプロセスを開発

応用化学科

高度に知能化された
情報システムを構築

情報知能工学科
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食料環境システム学科は、生産環境工学コースと食
料環境経済学コースで構成され、環境保全と食料の
安定供給の両立を目指した食料生産システムの確
立、食料・環境問題の解決に有効な社会経済システ
ムの構築を目的とする教育・研究を行います。生産環
境工学コースは生産基盤である水・土地資源の利用
と保全、作物の栽培から食料の流通までの食料生産
システムに関する教育を、食料環境経済学コースは世
界や日本の食料、食生活と食品ロス、農業・農村、環
境に関する諸問題の解決をめざした教育を行います。

生産環境工学コースは、食料生産基盤の基幹要
素である水資源および土地資源の整備・保全、農
業水利施設の整備・有効利用、農業・農村システ

ムの整備を主目的とする地域環境工学分野と、食
料の生産・収穫から加工・流通に至る食料生産シ
ステムの開発、生産系および廃棄物系バイオマス
の有効利用を目的とするバイオシステム工学分野
により構成されます。両分野とも、食料の生産、流
通、消費に関わる人々が環境保全型社会におい
て持続的に共生するための理論および技術に関
する学際的・専門的素養を養成します。

いま世界の農産物市場では、新興国などの経済発
展で食料消費量が増加する一方、異常気象が頻
発して生産量が変動しているため、食料の国際価
格が急騰する事態が繰り返されています。
世界との関係の中で、日本の食料基盤として、消
費者ニーズを反映した安全な農産物を安定的に
供給できる農業をどう実現すべきか、食品ロスや食
料貧困の改善、食の安全・安心の確保、農村地域
の活性化と環境保全などの実現に向けて、社会科
学的な接近方法でリアルに現実を捉え、問題を解
決するための教育・研究を行っています。

生命がもつ多種多様な機能を作物、食品、化学
物質・医薬品等の生産に活用するため、生命現
象を生物学と化学の両面から学び、食と農に関
わる多様な機能と現象を分子レベルから生態系
まで広範囲に解析できる専門的な知識を身につ
けます。また、それらの専門職業に要する優れた能
力と豊かな教養・倫理観を持った人材を養成する
ことを目的とします。

生物は生命を維持するために多様な物質を摂取
し、産生しています。その生命システムに関わる
物質の化学構造や作用を分子レベルで解明し、
その成果を利用することを目的とした教育研究を
行い、農学や関連する学術、産業分野の発展に

寄与することを目指しています。生物化学、食
品・栄養化学、天然有機分子化学、有機機能
分子化学、植物機能化学、動物資源利用化
学、微生物機能化学、微生物資源化学、および
生物機能開発化学の9教育研究分野からなり、
主として、化学的な手法で研究を進めていきます。

当コースでは、農業に関わる様々な生物（植物、
昆虫、微生物など）とそれを取り囲む環境（土壌、
養分、気候、環境汚染物質など）を対象に、そこ
にある生命現象の原理、相互作用のメカニズム
などを学び、研究しています。それらを通じて農生
態系の健全性の保持、植物の改良などを目指す
ことで、生物の持つ機能と可能性を最大限に利
用し、人間社会を豊かにするための知識と技量
を身につけた人材を育成します。

動物や植物は人類生存の鍵を握る貴重な生物
資源です。資源生命科学科では、有用な動物、植
物、微生物とそれらの相互関係を遺伝子から生態
系レベルまで幅広く理解するとともに、生物資源
の利用や開発に関わる基礎理論を学びます。応
用動物学コースと応用植物学コースでは、それぞ
れ動物と植物を中心に生物資源の探索・生産か
ら利用・開発に至るさまざまな問題に取り組める
専門的な知識を身につけます。

応用動物学コースでは、実験動物から家畜・野生
動物にいたる様々な動物に関わる生命現象と、動
物が本来もっている多様な機能とその制御機構を
理解し、動物の生産性の向上、有用な動物の開

発、動物資源の有効かつ安全な利用、また人を含
めた動物の生命・健康維持に役立つ技術の基礎を
学びます。応用動物学コースには10の教育研究分
野があり、哺乳類や鳥類の形態、組織、遺伝、生
殖、共生のメカニズム、恒常性維持（ホメオスタシ
ス）の基本となる栄養と代謝、生体の機能調節、感
染症とその防御などについて総合的に学びます。

応用植物学コースでは、食用作物、園芸植物、産業
用植物、森林などの植物資源を対象に、生態学から
植物生理学、分子生物学に至るまで、幅広い知識
と視野を身につけることができます。さらに、人が自然
との調和において直面する課題の解決に、真摯か
つ果敢に取り組む人材を育成するための教育研究
を行っています。応用植物学コースは、農林業の生
産関連部門や食品・バイオ産業において、研究開
発、普及指導に従事する人材、さらに、高度な知識
を習得した農学専門家となる人材を養成し、国際社
会の発展に貢献しています。

農学部
Faculty of Agriculture

学部の特色

京阪神という食料大消費地にあり、丹
波・但馬・播磨・淡路という大農業生
産地に隣接し、国際貿易港を抱える神
戸という好立地条件で、GLOBALな
農学教育を行います。

1 2 160名の学生に対して約100名の教
員による少人数教育を行い、学生実
験や演習では各コースの最先端の技
術や知識を学びます。また、多くの国際
関連教科が充実しています。

3 40haの広大な面積を有する｢食資源
教育研究センター｣での農牧場実習
では神戸大学ブランド農作物の生産
を通して、総合的な生産技術体系とし
ての農業や畜産を学びます。

食・農業・農村を科学し生活を豊かに
途上国の農村を初めて訪問したのは、約30年前のことで
す。当時、本学農学部１年生であった私にとって、それは非
常に衝撃的な体験の連続でした。路上には、昼間から物乞
いの失業者たちが溢れ、夕闇が迫るにしたがって身売りの少
女たちがどこからともなく湧き出てくる悲惨な光景に絶句しま
した。医療費が払えずに栄養失調で苦しむ少女や、銃で武
装した地主の監視の下で無表情にただ黙々と働いていた小
作人の姿を今でも忘れることはできません。どうして途上国の
農村は貧しいのか。こうした学生時代の素朴な疑問が、研究
の出発点になっています。現在は食料経済学の視点から、
貧困層の食生活について研究しています。理系の農学部な

のに経済学？と疑問に思われるかもしれません。農学は最も
多様性に富んだ学問のひとつです。農学部では、動植物に
関する生物学的・化学的研究だけでなく、食品に関する栄
養学的研究、土壌・水利や農業機械に関する工学的研究、
農業・農村や食品流通、消費者意識に関する社会科学的
研究が行われています。「食」は健康的に生きていくうえで欠
かせません。しかし、世界全体で約11億人が栄養失調に苦
しんでいる一方で、6億人以上が肥満状態にあります。どうし
たら、安全・安心な食料の安定供給や健康的な食生活を実
現できるのでしょうか。食・農業・農村に関する研究を通じ
て、私たちの生活を豊かにする方法を探してみませんか。

農学部 教授

石田 章

工学的、社会科学的アプローチで
食料環境システムを学ぶ

食料環境システム学科

食料生産や自然環境を支える
動植物を深く学ぶ

資源生命科学科

農学の新境地を化学的、
生物学的に開拓する

生命機能科学科

教員メッセージ

食料環境経済学コースでは、農業経済、農業経営はもちろん、食育や流通、統
計学など幅広い分野について学べます。日本の農村地域から世界の食料事情
まで、様々な問題を取り扱います。１学年が１０人強と少人数なので、同級生や先
輩後輩と仲良くなりやすいです。教授との距離も近く、研究内容だけでなく大学
院やその先の進路についても相談に乗っていただいています。私は現在、消費
者が農産物や食料品を選ぶとき何に左右されるか調べています。将来は大学院
に進学し、上記に加え、農家はどのような生産をするべきか、どのような農業政策
がどんな農産物や食料品の消費を加速させるかなどを研究したいです。

学生メッセージ

食料環境システム学科
食料環境経済学コース

4年

岡本 美咲

少人数での
きめ細かい指導

自分の世界が
広がる

農学部は農作物に関することを学ぶ学部だと思われる方も多いと思いますが、農学部
で学べることは多岐にわたります。私が在籍した生産環境工学コースでは、田への水供
給源であるダムの構造や農村環境など、食料の生産基盤について一通り学ぶことが
できます。また、1コースが各15名程度の2分野から成っており少人数のため、教授との
距離が近く、進路の相談にのっていただくこともありました。専門的な知識をつけながら
将来のことをじっくり考える環境が整っていることも、本学部の魅力です。私は現在、老
朽化した水路を改修する設計を行っており、大学時代に学んだ構造力学や水理計算
が役に立っています。

卒業生メッセージ

食料環境システム学科
生産環境工学コース

平成２８年３月卒
農林水産省北陸農政局

秋山 由樹

自然に学び、人類の活動の源となる食料生産を支える
「食料・環境・健康生命」に代表される
諸課題を探究する
持続的発展が可能な循環型社会の構築を目指して、人類の活動の源となる食料の生産と、それを支える多様な生物資源や自然環境を学び、

「For Sustainable Agriculture and Human Health -From Farm to Table-」をキーワードに、「食料・環境・健康生命」に関わる自然科
学、社会科学を含む総合科学としての農学を、最先端の知識と技術で学びます。

生産環境工学コース

食料環境経済学コース

応用動物学コース

応用植物学コース

応用生命化学コース

応用機能生物学コース
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食料環境システム学科は、生産環境工学コースと食
料環境経済学コースで構成され、環境保全と食料の
安定供給の両立を目指した食料生産システムの確
立、食料・環境問題の解決に有効な社会経済システ
ムの構築を目的とする教育・研究を行います。生産環
境工学コースは生産基盤である水・土地資源の利用
と保全、作物の栽培から食料の流通までの食料生産
システムに関する教育を、食料環境経済学コースは世
界や日本の食料、食生活と食品ロス、農業・農村、環
境に関する諸問題の解決をめざした教育を行います。

生産環境工学コースは、食料生産基盤の基幹要
素である水資源および土地資源の整備・保全、農
業水利施設の整備・有効利用、農業・農村システ

ムの整備を主目的とする地域環境工学分野と、食
料の生産・収穫から加工・流通に至る食料生産シ
ステムの開発、生産系および廃棄物系バイオマス
の有効利用を目的とするバイオシステム工学分野
により構成されます。両分野とも、食料の生産、流
通、消費に関わる人々が環境保全型社会におい
て持続的に共生するための理論および技術に関
する学際的・専門的素養を養成します。

いま世界の農産物市場では、新興国などの経済発
展で食料消費量が増加する一方、異常気象が頻
発して生産量が変動しているため、食料の国際価
格が急騰する事態が繰り返されています。
世界との関係の中で、日本の食料基盤として、消
費者ニーズを反映した安全な農産物を安定的に
供給できる農業をどう実現すべきか、食品ロスや食
料貧困の改善、食の安全・安心の確保、農村地域
の活性化と環境保全などの実現に向けて、社会科
学的な接近方法でリアルに現実を捉え、問題を解
決するための教育・研究を行っています。

生命がもつ多種多様な機能を作物、食品、化学
物質・医薬品等の生産に活用するため、生命現
象を生物学と化学の両面から学び、食と農に関
わる多様な機能と現象を分子レベルから生態系
まで広範囲に解析できる専門的な知識を身につ
けます。また、それらの専門職業に要する優れた能
力と豊かな教養・倫理観を持った人材を養成する
ことを目的とします。

生物は生命を維持するために多様な物質を摂取
し、産生しています。その生命システムに関わる
物質の化学構造や作用を分子レベルで解明し、
その成果を利用することを目的とした教育研究を
行い、農学や関連する学術、産業分野の発展に

寄与することを目指しています。生物化学、食
品・栄養化学、天然有機分子化学、有機機能
分子化学、植物機能化学、動物資源利用化
学、微生物機能化学、微生物資源化学、および
生物機能開発化学の9教育研究分野からなり、
主として、化学的な手法で研究を進めていきます。

当コースでは、農業に関わる様々な生物（植物、
昆虫、微生物など）とそれを取り囲む環境（土壌、
養分、気候、環境汚染物質など）を対象に、そこ
にある生命現象の原理、相互作用のメカニズム
などを学び、研究しています。それらを通じて農生
態系の健全性の保持、植物の改良などを目指す
ことで、生物の持つ機能と可能性を最大限に利
用し、人間社会を豊かにするための知識と技量
を身につけた人材を育成します。

動物や植物は人類生存の鍵を握る貴重な生物
資源です。資源生命科学科では、有用な動物、植
物、微生物とそれらの相互関係を遺伝子から生態
系レベルまで幅広く理解するとともに、生物資源
の利用や開発に関わる基礎理論を学びます。応
用動物学コースと応用植物学コースでは、それぞ
れ動物と植物を中心に生物資源の探索・生産か
ら利用・開発に至るさまざまな問題に取り組める
専門的な知識を身につけます。

応用動物学コースでは、実験動物から家畜・野生
動物にいたる様々な動物に関わる生命現象と、動
物が本来もっている多様な機能とその制御機構を
理解し、動物の生産性の向上、有用な動物の開

発、動物資源の有効かつ安全な利用、また人を含
めた動物の生命・健康維持に役立つ技術の基礎を
学びます。応用動物学コースには10の教育研究分
野があり、哺乳類や鳥類の形態、組織、遺伝、生
殖、共生のメカニズム、恒常性維持（ホメオスタシ
ス）の基本となる栄養と代謝、生体の機能調節、感
染症とその防御などについて総合的に学びます。

応用植物学コースでは、食用作物、園芸植物、産業
用植物、森林などの植物資源を対象に、生態学から
植物生理学、分子生物学に至るまで、幅広い知識
と視野を身につけることができます。さらに、人が自然
との調和において直面する課題の解決に、真摯か
つ果敢に取り組む人材を育成するための教育研究
を行っています。応用植物学コースは、農林業の生
産関連部門や食品・バイオ産業において、研究開
発、普及指導に従事する人材、さらに、高度な知識
を習得した農学専門家となる人材を養成し、国際社
会の発展に貢献しています。

農学部
Faculty of Agriculture

学部の特色

京阪神という食料大消費地にあり、丹
波・但馬・播磨・淡路という大農業生
産地に隣接し、国際貿易港を抱える神
戸という好立地条件で、GLOBALな
農学教育を行います。

1 2 160名の学生に対して約100名の教
員による少人数教育を行い、学生実
験や演習では各コースの最先端の技
術や知識を学びます。また、多くの国際
関連教科が充実しています。

3 40haの広大な面積を有する｢食資源
教育研究センター｣での農牧場実習
では神戸大学ブランド農作物の生産
を通して、総合的な生産技術体系とし
ての農業や畜産を学びます。

食・農業・農村を科学し生活を豊かに
途上国の農村を初めて訪問したのは、約30年前のことで
す。当時、本学農学部１年生であった私にとって、それは非
常に衝撃的な体験の連続でした。路上には、昼間から物乞
いの失業者たちが溢れ、夕闇が迫るにしたがって身売りの少
女たちがどこからともなく湧き出てくる悲惨な光景に絶句しま
した。医療費が払えずに栄養失調で苦しむ少女や、銃で武
装した地主の監視の下で無表情にただ黙々と働いていた小
作人の姿を今でも忘れることはできません。どうして途上国の
農村は貧しいのか。こうした学生時代の素朴な疑問が、研究
の出発点になっています。現在は食料経済学の視点から、
貧困層の食生活について研究しています。理系の農学部な

のに経済学？と疑問に思われるかもしれません。農学は最も
多様性に富んだ学問のひとつです。農学部では、動植物に
関する生物学的・化学的研究だけでなく、食品に関する栄
養学的研究、土壌・水利や農業機械に関する工学的研究、
農業・農村や食品流通、消費者意識に関する社会科学的
研究が行われています。「食」は健康的に生きていくうえで欠
かせません。しかし、世界全体で約11億人が栄養失調に苦
しんでいる一方で、6億人以上が肥満状態にあります。どうし
たら、安全・安心な食料の安定供給や健康的な食生活を実
現できるのでしょうか。食・農業・農村に関する研究を通じ
て、私たちの生活を豊かにする方法を探してみませんか。

農学部 教授

石田 章

工学的、社会科学的アプローチで
食料環境システムを学ぶ

食料環境システム学科

食料生産や自然環境を支える
動植物を深く学ぶ

資源生命科学科

農学の新境地を化学的、
生物学的に開拓する

生命機能科学科

教員メッセージ

食料環境経済学コースでは、農業経済、農業経営はもちろん、食育や流通、統
計学など幅広い分野について学べます。日本の農村地域から世界の食料事情
まで、様々な問題を取り扱います。１学年が１０人強と少人数なので、同級生や先
輩後輩と仲良くなりやすいです。教授との距離も近く、研究内容だけでなく大学
院やその先の進路についても相談に乗っていただいています。私は現在、消費
者が農産物や食料品を選ぶとき何に左右されるか調べています。将来は大学院
に進学し、上記に加え、農家はどのような生産をするべきか、どのような農業政策
がどんな農産物や食料品の消費を加速させるかなどを研究したいです。

学生メッセージ

食料環境システム学科
食料環境経済学コース

4年

岡本 美咲

少人数での
きめ細かい指導

自分の世界が
広がる

農学部は農作物に関することを学ぶ学部だと思われる方も多いと思いますが、農学部
で学べることは多岐にわたります。私が在籍した生産環境工学コースでは、田への水供
給源であるダムの構造や農村環境など、食料の生産基盤について一通り学ぶことが
できます。また、1コースが各15名程度の2分野から成っており少人数のため、教授との
距離が近く、進路の相談にのっていただくこともありました。専門的な知識をつけながら
将来のことをじっくり考える環境が整っていることも、本学部の魅力です。私は現在、老
朽化した水路を改修する設計を行っており、大学時代に学んだ構造力学や水理計算
が役に立っています。

卒業生メッセージ

食料環境システム学科
生産環境工学コース

平成２８年３月卒
農林水産省北陸農政局

秋山 由樹

自然に学び、人類の活動の源となる食料生産を支える
「食料・環境・健康生命」に代表される
諸課題を探究する
持続的発展が可能な循環型社会の構築を目指して、人類の活動の源となる食料の生産と、それを支える多様な生物資源や自然環境を学び、

「For Sustainable Agriculture and Human Health -From Farm to Table-」をキーワードに、「食料・環境・健康生命」に関わる自然科
学、社会科学を含む総合科学としての農学を、最先端の知識と技術で学びます。

生産環境工学コース

食料環境経済学コース

応用動物学コース

応用植物学コース

応用生命化学コース

応用機能生物学コース

農
学
部

農
学
部

Kobe University 41



海事科学部 准教授

山地 一代

世界経済のグローバル化に伴い、生産の国際分業
体制が進展しています。このような状況においては、
地球規模での輸送・物流活動は不可欠であり、効
率的で安全な輸送・物流ネットワークの構築が重要
です。一方で、輸送・物流活動に伴う、地球温暖化、
エネルギー問題、海洋汚染や大気汚染・騒音などの
環境問題が深刻化しています。本学科では、地球規
模のグローバルな輸送・物流活動を科学的に分析
し、業務を遂行することのできる知識及び能力を有
する人材の育成を目的としています。
本学科には「航海マネジメントコース」と「ロジスティ
クスコース」が設置されており、2学年からいずれか
のコースで、それぞれの学問体系に従って専門科
目を学びます。

「航海マネジメントコース」は、船舶の海事技術者
（船長や航海士）を目指す人のために設置されてい
ます。開設科目は、講義、実験、演習および船舶実
習と多岐にわたり、社会科学分野と自然科学分野

最新船舶ではメカトロニクス化のみならず、船体の
巨大化、船体構造の複雑化、情報技術の集約化
などの急速な技術革新により、海上輸送総合シス
テムとしての運用・管理が求められています。
また、地球規模での効率的でスピーディな輸送シス
テムのみならず、地球環境にまで配慮した、省エネ・
新エネ技術、エコマテリアル創製技術、再生可能
エネルギー利用技術などの開発も必要です。マリン
エンジニアリングは、これらの科学技術を研究開発
の対象とした総合工学です。
マリンエンジニアリング学科は他の理工系学部・学
科と大きく異なり、基本的な工学を全般的に学ぶと
ころです。つまり、機械工学としての材料力学、工
業熱力学、流体力学などを学ぶとともに、電気・電
子工学としての電気回路、電気機器、制御理論な
どを学びます。これらは、大型プラントや巨大船舶を
前にしても、それらの全体が見渡せるような、「部分
と全体」が分かるエンジニアを養成するための基礎

力を有する人材を育てます。なお、このコースでは船
舶実習は履習できません。

太陽からの光エネルギーと重力の影響をうけて、地
球はひとつの天体として運動しており、表面の大気
圏・陸圏・水圏では、エネルギーと物質がグローバル
に循環しています。地球環境問題やエネルギー問題
に対する抜本的対応が遅れていた中で、地震と津
波がもたらす深刻な被害、そして、原子力発電所の
重大事故による放射能汚染が発生しました。日本列
島に暮らす私たちは生活の安全と安心、国土利用
のあり方について、一から考え直す必要に迫られて
います。本学部に求められる取り組みとして、安全で
安心できる社会環境の整備と確立に貢献できる人
材を育てるために「海洋安全システム科学科」が設
置されています。
港湾施設を含む沿岸域の防災と減災、自然エネル
ギー源としての洋上風力資源の開発、放射線を含む
環境計測とその技術開発、環境保全のための新しい
機能性材料の開発に貢献できる人材を育てます。

を縦横断的に活用できる知識と技能を修得するこ
とができます。それにより、社会が求める国際性、
リーダーシップ、協調性および英語でのコミュニ
ケーション能力を身に付けた人材を育成し、海事技
術者のみならず、将来の海事社会のリーダーを輩
出することを目的としています。また、学部卒業後に
進学可能な乗船実習科（6ヶ月）を修了後、10月
入学制度を利用して、直ちに大学院前期課程に
進学することが可能です。

「ロジスティクスコース」は、地球規模の輸送システ
ムを科学的に分析し、管理運用できる人材を育て
るために設置されています。地球規模の輸送は、陸
海空の3つの異なる輸送機関を複合的かつ有機
的に組み合わせて実現されていますが、それには速
達性、低廉性、確実性が求められます。このような
複雑な条件を満足させて人やものを輸送すること
は決して容易ではなく、輸送会社は、情報通信技
術によって世界中の情報拠点を結び、経験則や
合理的・数理的な計画策定手法を駆使して輸送
サービスを提供しています。そのために本コースは、
陸海空を網羅した輸送システムを分析・設計・評
価し、さらに管理運用できる実践的な業務遂行能

より専門的な環境科学論としての大気環境学や
環境修復論、自然エネルギー工学とともに、熱力学
や量子論を含む物理化学、基礎工学としての電気
電子工学と制御理論、材料力学及び流体力学、
現代的な研究手段としての数値計算科学とその
応用としての地球流体力学を学びます。これらの科
目を基礎にして、将来におけるスーパーコンピュー
タによる大規模計算を念頭において、津波含む、
海洋と大型浮体構造の相互作用にかかわる力学
を学びます。そして、超伝道工学や水素エネルギー
工学を、機能性無機材料や機能性有機材料とと
もに学びます。
さらに、マクロな衛星海洋学や環境シミュレーション
学からミクロな環境分析化学や海洋微生物学まで
を広く学びます。
また、サブアトミック物理化学や粒子ビーム応用分
析学をベースにして、環境放射能動態学や放射線
計測学を学びます。このような専門知識をもち、か
つ、地球環境科学についてしっかりと基礎科学を
身に付けた人材を育てます。なお、本学科では船舶
実習は履修できません。

になっています。2学年前期には船舶実習1（1ヶ月
間の乗船実習／必修）があり、実際のプラントに接
する機会を設けています。

「機関マネジメントコース」は、船舶の海事技術者
（機関長や機関士）を目指す人のために設置され
ています。推進工学、燃料燃焼及び潤滑論などの
船舶機関管理のための科目を学びます。3学年後
期と4学年後期には船舶実習2・3（選択）があり、
実際の機関に触れるなかで、船舶への理解を深め
ます。また、機関長や機関士の業務に就いた後、将
来は陸上の勤務となりますので、海上航海の経験
を生かしてマネジメントを行う人材を養成するため
に、海事法規についても学びます。

「メカトロニクスコース」では、材料力学や流体力学
などのさらに進んだ科目を学ぶとともに、エネルギー
プラント工学、電子回路、パワーエレクトロニクス、
電気電子材料学、超伝導工学、浮体応用安全科
学、浮体運動力学、数値シミュレーション工学を学
びます。基本的な工学に習熟したゼネラリストとス
ペシャリストの双方の特質を持ち合わせたエンジニ
アの育成を目指しています。なお、このコースでは、
船舶実習2・3は履修できません。

海事科学部＊
Faculty of Maritime Sciences

学部の特色

理工学をベースに社会科学分野を含む幅の広い
専門科目を開講しています。陸からと海からの双方
の視点で諸問題にアプローチするので、海事科学
分野はもちろんのこと、あらゆる産業分野で求めら
れている専門知識を身につけることが出来ます。

1 2 総トン数４４９トンの練習船「深江丸」や、大
型クルーザーヨット「クライナーベルク」、船
舶運航シミュレータ、造波水槽、タンデム静
電加速器等の他にない大型実験施設に
直に触れるカリキュラムを用意しています。

3 英語能力を高めるために、夏季休業期間中の
海外研修プログラム（受講者は学業成績や
英語能力に基づいて選考）、TOEIC講習会、
少人数による習熟度別クラスの導入など学部
独自の英語教育プログラムを用意しています。

航海マネジメントコース　ロジスティクスコース

グローバル輸送科学科
機関マネジメントコース　メカトロニクスコース

マリンエンジニアリング学科

海洋安全システム科学科

教員メッセージ

かけがえのない
経験が得られる
学部

学生生活で乗船を経験できる学部についてどうお考えですか？コースにより、長
期乗船或いは学内船舶での短期乗船など、方法や期間には違いがあるものの、
貴重な経験を得られます。また学部の特色として、１年次中に専門的な内容を学
びつつ、2年次開始時までに専攻分野を選択できる為、志望を吟味できる期間
が1年も多く与えられます。さらに、国際的な視野を養う目的で、学部では海外の
海事大学とも連携を持ち、夏期海外研修や外国船舶乗船などに応募でき、同志
である他国の学生と交流できる機会も充実しています。このように海事科学部で
は、学生一人一人がかけがえのない経験を獲得できるはずです。

学生メッセージ

グローバル輸送科学科
ロジスティクスコース

4年

司馬 穎

無限の可能性を
引き出してくれる学部

海事科学部では、理工学分野から社会科学分野まで、非常に多岐にわたる学
問分野を履修することが可能です。多くの場合、入学した時点で専攻分野は決
まっていますが、海事科学部では入学後も「自分が学びたい分野は何か」という
可能性を模索でき、自分が本当に学びたいコースに進むことができます。私自
身、当初は理系志向でしたが、次第に経済学に興味を持ち、経営戦略・マーケ
ティング等を学び、現在は総合商社で勤務しています。皆さんも無限の可能性を
秘めたこの魅力ある海事科学部という舞台で自分と向き合い、そして新たな可能
性を見つけてみませんか？

卒業生メッセージ

グローバル輸送科学科
ロジスティクスコース

平成３０年３月卒
三菱商事株式会社

井口 博満

「地球上の物質循環」と
「大陸と大陸とを繋ぐグローバル輸送」の全体を
対象とした総合科学を展開しています
理工学をベースにして、社会科学分野との連携を図りながら、ユニークな教育・研究を展開しています。
地球にやさしいグローバル物流システムの構築、船舶や海洋構造物の技術革新、海洋環境の保全と自然エネルギーの開発、安全・安心な社会環境
の整備、これらに貢献できる人材を養成します。
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海事科学部 教授

GOMEZ Christopher

海にかかわる
大気環境を科学する

Sediment  and Volcan ic Hazards
Research around the Paci f ic

「海事科学」。馴染みの薄い言葉かもしれ
ませんが、海にかかわる様 な々事象を扱っ
ており、我 が々所属する海洋安全システム
科学科では海に関連する環境・エネル
ギーの教育研究を行います。私は、人間活

動（例えば、海洋上だと船舶が思い浮かぶでしょうか。）を起源とす
る大気物質の環境影響について、教育と研究を行っています。
我々の活動に起因する大気物質は、ある時は北極圏に、またある
時は太平洋に、海上を輸送され到達し、その場の環境はもちろん、
地球環境に影響を及すことが危惧されています。我々の学科では
このような問題の理解と解決に向けた研究を行っています。

Japan being an archipelago, there is no escaping the sea or the ocean; it is and will be 
a part of your life and who you are as a student and eventually a citizen of Japan. 
That’s why the Faculty of Maritime Sciences and Engineering is at the heart of Kobe 
and its university. As a specialist of natural hazards and disaster risk, the ocean is 
sometimes at the origin of terrible disasters like the 2011 Tohoku Earthquake and 
Tsunami, but it is also the last frontier to discover and explore on Earth, with the 

potential for discoveries but also for constructing a greener and more Earth conscious Japan. With climate 
change and an ageing population, the challenges are plural, but together at the Maritime Sciences Faculty, 
we are here for YOU to build a bright future for Japan and the rest of the planet. The sky is the limit. 
私の研究室では地球物理学（電気探査と地中レーダ電波を利用して）、測量、ドローンUAVと人工衛星画像
などを駆使して、国内外の海域と陸の火山噴火、地滑りと土石流をよぶ災害が学べます。日本社会に役立て
る気持ちを持ちながら、フィールド調査からコンピューターシミュレーションまで楽しむことができます。自然を相手
にしているので決して簡単な研究ではありませんが、謎に満ちていて、答えより疑問がまだ多い分野です。

＊神戸大学は、令和3年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策科学部（仮称）』を設置する予定です。（設置計画申請中）
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海事科学部 准教授

山地 一代
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エネルギー問題、海洋汚染や大気汚染・騒音などの
環境問題が深刻化しています。本学科では、地球規
模のグローバルな輸送・物流活動を科学的に分析
し、業務を遂行することのできる知識及び能力を有
する人材の育成を目的としています。
本学科には「航海マネジメントコース」と「ロジスティ
クスコース」が設置されており、2学年からいずれか
のコースで、それぞれの学問体系に従って専門科
目を学びます。
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どを学びます。これらは、大型プラントや巨大船舶を
前にしても、それらの全体が見渡せるような、「部分
と全体」が分かるエンジニアを養成するための基礎
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貴重な経験を得られます。また学部の特色として、１年次中に専門的な内容を学
びつつ、2年次開始時までに専攻分野を選択できる為、志望を吟味できる期間
が1年も多く与えられます。さらに、国際的な視野を養う目的で、学部では海外の
海事大学とも連携を持ち、夏期海外研修や外国船舶乗船などに応募でき、同志
である他国の学生と交流できる機会も充実しています。このように海事科学部で
は、学生一人一人がかけがえのない経験を獲得できるはずです。

学生メッセージ

グローバル輸送科学科
ロジスティクスコース

4年

司馬 穎

無限の可能性を
引き出してくれる学部

海事科学部では、理工学分野から社会科学分野まで、非常に多岐にわたる学
問分野を履修することが可能です。多くの場合、入学した時点で専攻分野は決
まっていますが、海事科学部では入学後も「自分が学びたい分野は何か」という
可能性を模索でき、自分が本当に学びたいコースに進むことができます。私自
身、当初は理系志向でしたが、次第に経済学に興味を持ち、経営戦略・マーケ
ティング等を学び、現在は総合商社で勤務しています。皆さんも無限の可能性を
秘めたこの魅力ある海事科学部という舞台で自分と向き合い、そして新たな可能
性を見つけてみませんか？

卒業生メッセージ

グローバル輸送科学科
ロジスティクスコース

平成３０年３月卒
三菱商事株式会社

井口 博満

「地球上の物質循環」と
「大陸と大陸とを繋ぐグローバル輸送」の全体を
対象とした総合科学を展開しています
理工学をベースにして、社会科学分野との連携を図りながら、ユニークな教育・研究を展開しています。
地球にやさしいグローバル物流システムの構築、船舶や海洋構造物の技術革新、海洋環境の保全と自然エネルギーの開発、安全・安心な社会環境
の整備、これらに貢献できる人材を養成します。

海
事
科
学
部

海
事
科
学
部

海事科学部 教授

GOMEZ Christopher

海にかかわる
大気環境を科学する

Sediment  and Volcan ic Hazards
Research around the Paci f ic

「海事科学」。馴染みの薄い言葉かもしれ
ませんが、海にかかわる様 な々事象を扱っ
ており、我 が々所属する海洋安全システム
科学科では海に関連する環境・エネル
ギーの教育研究を行います。私は、人間活

動（例えば、海洋上だと船舶が思い浮かぶでしょうか。）を起源とす
る大気物質の環境影響について、教育と研究を行っています。
我々の活動に起因する大気物質は、ある時は北極圏に、またある
時は太平洋に、海上を輸送され到達し、その場の環境はもちろん、
地球環境に影響を及すことが危惧されています。我々の学科では
このような問題の理解と解決に向けた研究を行っています。

Japan being an archipelago, there is no escaping the sea or the ocean; it is and will be 
a part of your life and who you are as a student and eventually a citizen of Japan. 
That’s why the Faculty of Maritime Sciences and Engineering is at the heart of Kobe 
and its university. As a specialist of natural hazards and disaster risk, the ocean is 
sometimes at the origin of terrible disasters like the 2011 Tohoku Earthquake and 
Tsunami, but it is also the last frontier to discover and explore on Earth, with the 

potential for discoveries but also for constructing a greener and more Earth conscious Japan. With climate 
change and an ageing population, the challenges are plural, but together at the Maritime Sciences Faculty, 
we are here for YOU to build a bright future for Japan and the rest of the planet. The sky is the limit. 
私の研究室では地球物理学（電気探査と地中レーダ電波を利用して）、測量、ドローンUAVと人工衛星画像
などを駆使して、国内外の海域と陸の火山噴火、地滑りと土石流をよぶ災害が学べます。日本社会に役立て
る気持ちを持ちながら、フィールド調査からコンピューターシミュレーションまで楽しむことができます。自然を相手
にしているので決して簡単な研究ではありませんが、謎に満ちていて、答えより疑問がまだ多い分野です。

＊神戸大学は、令和3年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策科学部（仮称）』を設置する予定です。（設置計画申請中）
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Research at Kobe 日々新しい発見や出会いがある研究ニュースサイト
神戸大学が関わる研究が次々とUPされています。
日々研究に打ち込む研究者の紹介も掲載しています。研究ニュースサイト

■ 興味のある人はぜひ覗いてみてください！

検 索神戸大学　研究ニュースサイト

※一部

人文・人間科学系、社会科学系、自然科学系、医学・生命科学系の4大学術系列のもとに15大学院を設け、特色ある研究を進めています。

■人文学研究科 博士前期・後期課程
●文化構造専攻　●社会動態専攻

研究科名 専攻名 特　徴

学士課程での学びを基盤に専門分野をより深く究めます

■国際文化学研究科 博士前期・後期課程
●文化相関専攻　●グローバル文化専攻

地域文化・異文化コミュニケーション・現代文化システム・言語情報コミュニケー
ション・外国語教育の各観点から、現代のグローバル社会における文化のあり方を
多角的に考察します。

■人間発達環境学研究科 博士前期・後期課程
●人間発達専攻　●人間環境学専攻

「ヒューマン・コミュニティ創成研究」という理念に基づき多様な理論や実践的知
見を自由に交流させ、「人間の発達（Human Development）」とそれを支える
環境のあり方を探求します。

■法学研究科

■経済学研究科 博士前期・後期課程
●経済学専攻

■経営学研究科
高度な研究能力を持つことで選ばれる大学院大学として、経営学・商学系では
最初に選抜されるなど、日本の中核的拠点にふさわしい先端的な教育・研究を
行っています。

■理学研究科

■医学研究科
修士課程
●バイオメディカル
　サイエンス専攻

博士課程
●医科学専攻

■保健学研究科 博士前期・後期課程
●保健学専攻

■工学研究科
博士前期・後期課程
●建築学専攻　　　　●市民工学専攻
●電気電子工学専攻　●機械工学専攻
●応用化学専攻

古典として蓄積された知的体系あるいは行動様式を解明するとともに、理想の
人間像を実現するための倫理や社会規範のあり方を追求します。

本研究科は、研究者の養成などを行う法学政治学専攻と、職業法曹を養成する
実務法律専攻（法科大学院）を設置しています。

複雑化・グローバル化する経済の基本的なメカニズムを明らかにするための新た
な経済理論を構築し、それに基づいた経済政策の諸相を研究しています。英語に
よる講義の拡充にも力を入れています。

数理現象や物質の基本構成、構造、特性を幅広く探究するとともに、複雑な生命
現象や宇宙の巨視的現象を総合的に理解します。

バイオメディカル、医学・生命科学領域の先端的・学際的研究を推進し、研究者・
教育者・高度専門職業人の養成を目指します。

人々の健康や生活を身体的、精神的、社会的、倫理的側面から総合的に科学す
る「総合保健医療」の創造と実践、世界を舞台に活躍できる高度医療専門職者や
教育、研究者の育成を目指しています。

■システム情報学研究科
大規模、複雑かつ広範なシステムに内在する「システム情報」を幅広く探求し、新
たな学問領域の創造や異分野融合領域における問題解決の能力を有する学
際的人材の育成を目指します。

■農学研究科 食料の安定供給、環境の保全と新規バイオ産業の創成および食の安全安心に
向けた科学技術の開発と、地域・国際社会で活躍できる人材を育成します。

■海事科学研究科 博士前期・後期課程
●海事科学専攻

海・船を舞台にした地球規模の人間活動に関わる輸送・情報・エネルギー・環境
等の問題を、自然科学と社会科学を高度に連携させた科学的なアプローチによっ
て解決する学際的な学問領域の教育研究を行います。

■国際協力研究科

専門職学位課程
●実務法律専攻
　（法科大学院）

博士前期・後期課程
●法学政治学専攻

専門職学位課程
●現代経営学専攻
　（社会人MBAプログラム）

博士前期・後期課程
●経営学専攻

博士前期・後期課程
●数学専攻　　●物理学専攻　●化学専攻
●生物学専攻　●惑星学専攻

博士前期・後期課程
●システム科学専攻　●情報科学専攻
●計算科学専攻

博士前期・後期課程
●食料共生システム学専攻
●資源生命科学専攻　●生命機能科学専攻

博士前期・後期課程
●国際開発政策専攻　●国際協力政策専攻
●地域協力政策専攻

政策作成能力の開発を重視し、指導内容にも実践的な思考を融合、豊富な専門
的学識と実践力を伸ばす教育を重点的に行うことで、国際開発を含む国際協力
に貢献できる優秀な人材を育成しています。

■科学技術イノベーション
　研究科

博士前期・後期課程
●科学技術イノベーション専攻

前期課程では、学際領域における先端科学の研究能力とともに、知的財産化、生産技術開発、市
場開拓までの学術的研究成果の事業化プロセスをデザインできるアントレプレナーシップを兼ね備
えた理系人材の養成を目指しています。後期課程では、多様な分野で科学技術イノベーションを達
成するために、イノベーション・ストラテジーを構築することができる人材の輩出を目指しています。

■社会人MBAプログラム
　大学院経営学研究科

●現代経営学専攻
「研究に基礎を置いた教育」という基本コンセプトをもとに展開される「プロジェクト
方式」は、ビジネスの判断力や応用力を育む教育方法として、社会から高い評価を
受けています。

■法科大学院
　大学院法学研究科

●実務法律専攻
基礎的な法律科目を完全に網羅しているのは当然のこととして、戦前からの神戸
大学の伝統であるビジネス・ローをフル・ラインで展開し、他に例を見ない豊富な

「量」の教育を提供します。

学部から大学院までの一貫した主専攻教育と、融合工学領域のサブコースによる
学際工学教育により、高い専門性とともに複眼的視野も有する創造性豊かな人材
の育成を目指します。

研究科
Graduate School

施設紹介
Facility Description

［国際教育総合センター］
日本人学生に対する留学相談や留学生の受け
入れ、留学生のための日本語教育等のグローバ
ル教育のサポートを行う。

［農学研究科附属食資源教育研究センター＊］
加西市にある水田、畑地、果樹園、放牧地等
40haの敷地を有する、資源開発から生産までを
担う教育研究センター。

［内海域環境教育センターマリンサイト＊］
淡路島岩屋地区にある瀬戸内海などの閉鎖海域
の自然環境に関する基礎的研究と教育等を行
う、宿泊施設や調査実習船を有する施設。

［練習船深江丸＊］
授業の実習や各種実験・研究、海洋調査等が行
える、データ処理室や様々な装置を備えた全長
49.95m、449トンの高度知能化船。

［出光佐三記念六甲台講堂］
昭和10年に建築され、舞台周辺に大規模な壁画
が描かれている、国の登録有形文化財にも登録
されている建物。

［海事博物館］
深江キャンパス内にある、人と海と船の関わりをた
どることができる、歴史資料等保有施設に指定さ
れている博物館。

［医学部附属病院］
明治2年創立の神戸病院を母体とし、現在では関
西における医学・医療の中心的役割の一翼を
担っている。

［国際がん医療・研究センター］
がんに対する診療・研究・教育の拠点として、平
成29年に医学部附属の新たな病院として開院。

［経済経営研究所］
経済学・経営学に関する先端的・学術的研究を
行う国内最長の歴史を誇る社会科学系附置研
究所。

［附属中等教育学校］
昭和22年の開校を起点とし、平成21年に中等
教育学校となった、SSHにも指定されている教育
研究開発を目的とした附属学校。

［先端融合研究環統合研究拠点］
スーパーコンピュータ「富岳」及び神戸医療産業
都市と連携し、先端的学際融合研究を社会実装
することを目標とした研究施設。

［先端膜工学研究拠点］
水の浄化やガス分離など多様な環境・エネルギー
問題に対処する我が国初かつ唯一の膜工学に
関する総合的研究拠点。

＊教育関係共同利用拠点：大学が有する人的・物的資源を共同利用することを推進するために文部科学省に認定された施設等
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Research at Kobe 日々新しい発見や出会いがある研究ニュースサイト
神戸大学が関わる研究が次々とUPされています。
日々研究に打ち込む研究者の紹介も掲載しています。研究ニュースサイト

■ 興味のある人はぜひ覗いてみてください！

検 索神戸大学　研究ニュースサイト

※一部

人文・人間科学系、社会科学系、自然科学系、医学・生命科学系の4大学術系列のもとに15大学院を設け、特色ある研究を進めています。

■人文学研究科 博士前期・後期課程
●文化構造専攻　●社会動態専攻

研究科名 専攻名 特　徴

学士課程での学びを基盤に専門分野をより深く究めます

■国際文化学研究科 博士前期・後期課程
●文化相関専攻　●グローバル文化専攻

地域文化・異文化コミュニケーション・現代文化システム・言語情報コミュニケー
ション・外国語教育の各観点から、現代のグローバル社会における文化のあり方を
多角的に考察します。

■人間発達環境学研究科 博士前期・後期課程
●人間発達専攻　●人間環境学専攻

「ヒューマン・コミュニティ創成研究」という理念に基づき多様な理論や実践的知
見を自由に交流させ、「人間の発達（Human Development）」とそれを支える
環境のあり方を探求します。

■法学研究科

■経済学研究科 博士前期・後期課程
●経済学専攻

■経営学研究科
高度な研究能力を持つことで選ばれる大学院大学として、経営学・商学系では
最初に選抜されるなど、日本の中核的拠点にふさわしい先端的な教育・研究を
行っています。

■理学研究科

■医学研究科
修士課程
●バイオメディカル
　サイエンス専攻

博士課程
●医科学専攻

■保健学研究科 博士前期・後期課程
●保健学専攻

■工学研究科
博士前期・後期課程
●建築学専攻　　　　●市民工学専攻
●電気電子工学専攻　●機械工学専攻
●応用化学専攻

古典として蓄積された知的体系あるいは行動様式を解明するとともに、理想の
人間像を実現するための倫理や社会規範のあり方を追求します。

本研究科は、研究者の養成などを行う法学政治学専攻と、職業法曹を養成する
実務法律専攻（法科大学院）を設置しています。

複雑化・グローバル化する経済の基本的なメカニズムを明らかにするための新た
な経済理論を構築し、それに基づいた経済政策の諸相を研究しています。英語に
よる講義の拡充にも力を入れています。

数理現象や物質の基本構成、構造、特性を幅広く探究するとともに、複雑な生命
現象や宇宙の巨視的現象を総合的に理解します。

バイオメディカル、医学・生命科学領域の先端的・学際的研究を推進し、研究者・
教育者・高度専門職業人の養成を目指します。

人々の健康や生活を身体的、精神的、社会的、倫理的側面から総合的に科学す
る「総合保健医療」の創造と実践、世界を舞台に活躍できる高度医療専門職者や
教育、研究者の育成を目指しています。

■システム情報学研究科
大規模、複雑かつ広範なシステムに内在する「システム情報」を幅広く探求し、新
たな学問領域の創造や異分野融合領域における問題解決の能力を有する学
際的人材の育成を目指します。

■農学研究科 食料の安定供給、環境の保全と新規バイオ産業の創成および食の安全安心に
向けた科学技術の開発と、地域・国際社会で活躍できる人材を育成します。

■海事科学研究科 博士前期・後期課程
●海事科学専攻

海・船を舞台にした地球規模の人間活動に関わる輸送・情報・エネルギー・環境
等の問題を、自然科学と社会科学を高度に連携させた科学的なアプローチによっ
て解決する学際的な学問領域の教育研究を行います。

■国際協力研究科

専門職学位課程
●実務法律専攻
　（法科大学院）

博士前期・後期課程
●法学政治学専攻

専門職学位課程
●現代経営学専攻
　（社会人MBAプログラム）

博士前期・後期課程
●経営学専攻

博士前期・後期課程
●数学専攻　　●物理学専攻　●化学専攻
●生物学専攻　●惑星学専攻

博士前期・後期課程
●システム科学専攻　●情報科学専攻
●計算科学専攻

博士前期・後期課程
●食料共生システム学専攻
●資源生命科学専攻　●生命機能科学専攻

博士前期・後期課程
●国際開発政策専攻　●国際協力政策専攻
●地域協力政策専攻

政策作成能力の開発を重視し、指導内容にも実践的な思考を融合、豊富な専門
的学識と実践力を伸ばす教育を重点的に行うことで、国際開発を含む国際協力
に貢献できる優秀な人材を育成しています。

■科学技術イノベーション
　研究科

博士前期・後期課程
●科学技術イノベーション専攻

前期課程では、学際領域における先端科学の研究能力とともに、知的財産化、生産技術開発、市
場開拓までの学術的研究成果の事業化プロセスをデザインできるアントレプレナーシップを兼ね備
えた理系人材の養成を目指しています。後期課程では、多様な分野で科学技術イノベーションを達
成するために、イノベーション・ストラテジーを構築することができる人材の輩出を目指しています。

■社会人MBAプログラム
　大学院経営学研究科

●現代経営学専攻
「研究に基礎を置いた教育」という基本コンセプトをもとに展開される「プロジェクト
方式」は、ビジネスの判断力や応用力を育む教育方法として、社会から高い評価を
受けています。

■法科大学院
　大学院法学研究科

●実務法律専攻
基礎的な法律科目を完全に網羅しているのは当然のこととして、戦前からの神戸
大学の伝統であるビジネス・ローをフル・ラインで展開し、他に例を見ない豊富な

「量」の教育を提供します。

学部から大学院までの一貫した主専攻教育と、融合工学領域のサブコースによる
学際工学教育により、高い専門性とともに複眼的視野も有する創造性豊かな人材
の育成を目指します。

研究科
Graduate School

施設紹介
Facility Description

［国際教育総合センター］
日本人学生に対する留学相談や留学生の受け
入れ、留学生のための日本語教育等のグローバ
ル教育のサポートを行う。

［農学研究科附属食資源教育研究センター＊］
加西市にある水田、畑地、果樹園、放牧地等
40haの敷地を有する、資源開発から生産までを
担う教育研究センター。

［内海域環境教育センターマリンサイト＊］
淡路島岩屋地区にある瀬戸内海などの閉鎖海域
の自然環境に関する基礎的研究と教育等を行
う、宿泊施設や調査実習船を有する施設。

［練習船深江丸＊］
授業の実習や各種実験・研究、海洋調査等が行
える、データ処理室や様々な装置を備えた全長
49.95m、449トンの高度知能化船。

［出光佐三記念六甲台講堂］
昭和10年に建築され、舞台周辺に大規模な壁画
が描かれている、国の登録有形文化財にも登録
されている建物。

［海事博物館］
深江キャンパス内にある、人と海と船の関わりをた
どることができる、歴史資料等保有施設に指定さ
れている博物館。

［医学部附属病院］
明治2年創立の神戸病院を母体とし、現在では関
西における医学・医療の中心的役割の一翼を
担っている。

［国際がん医療・研究センター］
がんに対する診療・研究・教育の拠点として、平
成29年に医学部附属の新たな病院として開院。

［経済経営研究所］
経済学・経営学に関する先端的・学術的研究を
行う国内最長の歴史を誇る社会科学系附置研
究所。

［附属中等教育学校］
昭和22年の開校を起点とし、平成21年に中等
教育学校となった、SSHにも指定されている教育
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スーパーコンピュータ「富岳」及び神戸医療産業
都市と連携し、先端的学際融合研究を社会実装
することを目標とした研究施設。

［先端膜工学研究拠点］
水の浄化やガス分離など多様な環境・エネルギー
問題に対処する我が国初かつ唯一の膜工学に
関する総合的研究拠点。

＊教育関係共同利用拠点：大学が有する人的・物的資源を共同利用することを推進するために文部科学省に認定された施設等
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職業別就職状況

就職者
1,461人

事務
49.2% 719人

販売・運輸・通信・
サービス・その他
23.9% 349人

保健医療
3.8% 37人

教員
2.3% 23人

その他
3.4% 33人

事務
13.9% 136人

販売・運輸・通信・
サービス・その他
11.6% 114人

その他
2.1% 30人

電気・ガス・熱供給・水道
1.5% 22人

学術研究、
専門・技術サービス

7.5% 109人

卸売・小売
6.2% 91人

金融・保険
14.0% 205人

不動産
3.1% 46人

医療・福祉
6.1% 89人

サービス
3.5% 51人

公務
11.5% 168人

その他 1.9% 19人

電気・ガス・熱供給・水道
2.8% 27人

通信・運輸 15.1% 148人

卸売・小売 2.6% 25人

教育・学習支援
3.4% 33人
学術研究、

専門・技術サービス
5.7% 56人

公務 7.2% 71人

学  部

就職者
1,461人

学  部

就職者
980人

大学院
その他
3.4% 49人

保健医療
5.1% 74人

教員
2.5% 36人

技術者
16.0% 234人

専門的・技術的職業従事者

製造業 19.9% 291人

専門的・技術的職業従事者

通信・運輸
17.3% 253人

教育・学習支援
3.8% 55人

就職者
980人

大学院

金融・保険 2.3% 23人

不動産 1.2% 12人

医療・福祉 4.5% 44人

サービス 1.1% 11人

その他 2.3% 34人

農・林・漁・鉱業・建設 3.5% 51人

輸送用機器 2.9% 43人

食料品・飼料 3.5% 51人
繊維 1.0% 14人
印刷・出版 0.5% 8人
石油・科学 2.2% 32人
鉄鋼・金属 1.3% 19人
業務用機械 1.6% 23人
電子部品 2.0% 29人
電気機器 2.6% 38人

製造業 45.8% 449人

繊維 0.7% 7人

食料品・飼料 4.4% 43人

電子部品 6.1% 60人

その他 6.0% 59人

農・林・漁・鉱業・建設
6.3% 62人

電気機器 5.8% 57人

輸送用機器 5.4% 53人

業務用機械 4.2% 41人

鉄鋼・金属 2.9% 28人

石油・科学 9.4% 92人

印刷・出版 0.9% 9人

●学部：2018年度卒業者（医学部医学科を除く） ●大学院：2018年度（修士課程・博士前期課程）修了者

技術者
65.0% 637人

進路・就職状況

進路・就職

2 0 0 7 年６月に 発 足した 神 戸 大 学 キャリア
センターは、鶴甲第１キャンパス（Ａ棟１階）に
あり、全 学の学 生に対 するキャリア・就 職 支
援を展開しています。ここでは、各種情報誌・
資料、求人情報、インターンシップ情報等を豊
富に取り揃えており、自由に閲覧することがで
きます。また、１年生からの全学的なキャリアガ
イダンスや就職ガイダンスの開催、専門的な知
識・資格（CDA）を持つキャリアアドバイザーに
よる進路・就職相談、『就職活動スタート』、『就
職ガイドブック』の発行等を行っています。さら
に、１年生対象の全学キャリア教育科目を立案
実施しています。それとともに、キャリアセンター
は学 内の各 就 職 支 援 組 織との連 携を図り、

「神大スタイル」のネットワーク型就職支援体制
を推進するハブ組織としても機能しています。

神戸大学キャリアセンター

ほとんどの学部等には就職委員会があり、そ
れぞれ固有の専門性やニーズに見合った多
彩なキャリア・就 職 支 援 行 事や就 職 相 談 等
を行っています。例えば 、キャリアセンター東
京 分 室（ 東 京オフィス）や、鶴甲第 2キャンパ
ス・社会科学系学部のある六甲台第1キャン
パスには、それぞれキャリアアドバイザー（ 相
談員）を配置した支援センター（鶴甲第2キャ
ンパス・人 間 発 達 環 境 学 研 究 科キャリアサ
ポートセンター、六甲台就職相談センター）を
設けています。その他 、神 戸 大 学 生 協 、各同
窓 会 、国 際 教 育 総 合センター、大 学コンソー
シアム、学 生 団 体などとも互いに連 携 協 力し
ながら、ネットワーク型で活 発な就 職 支 援を
行っています。

神戸大学キャリアセンター東京分室は、首都
圏での情報収集や広報の拠点です。卒業生と
の連携を図り、在学生の就職活動を支援でき
る幅広いネットワークを形成しています。JR有
楽町駅からほど近い東京交通会館ビル９階に
あります。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。また、専門的な
知 識・資 格（ C D A ）を持 つキャリアアドバイ
ザーによるエントリーシート添削や直前の模擬
面接などの就職活動支援も行っています。オ
フィス内ではパソコン（4台）・プリンター・スキャ
ナー等の利用ができ、スーツに着替えられる嬉
しいフィッティングスペースもあります。東京にお
越しの際は、ぜひお立ち寄りください。
URL= http://www.kobe-u.ac.jp/
 info/outline/facilities/tokyo-office/
 index.html

2019年5月1日現在

After Graduation

各学部などにおける
キャリア・就職支援 キャリアセンター東京分室

卒業後の進路を自分で選択できるよう、入学時からきめ細かなサポートをします。卒業生たちは、大学院に進学
したり、さまざまな業種の企業等に就職するなど、各々の道を選びながら社会において幅広く活躍しています。

一人一人の希望や適性をともに考え、
自立と進路・職業選択をサポートします

キャリア・就職支援

本学では、キャリアセンターのほか、キャリアセンター東京分室（東京オフィス）、各学部、国際教育総合センター、学術・産
業イノベーション創造本部、各学部同窓会、大学生協、学生団体等がネットワーク型支援体制のもとで互いに協力・連
携しながら、それぞれにキャリア・就職情報の提供、各種イベントの開催、就職相談等、多様な支援活動を行っています。

キャリアセンター
未来の夢と志を育む時―真摯・自由・協同

に学生生活を送るのか、それを明確にするのは、人生や仕事に関する夢と志で
す。「人間性豊かな指導的人材を育成する」（「神戸大学の使命」）優れた伝統
をもつ神戸大学で、ぜひ自分の夢と志、そして長期的目標を模索し、「真摯・自
由・協同」の精神を養いながら、キャリアデザインを思い描き、自分にふさわしい
進路選択をしてください。キャリアセンターはそのためのサポートをいたします。

大学4年間は社会人になるための助走期間です。そのため学生はこの4年間に
大きく成長することが求められます。正解のある問題ではなく正解のない問題に
積極的に取り組む姿勢へ、サービスを受ける人からサービスを提供する人への成
長です。卒業後、社会に出て活躍できるよう、神戸大学で大いに学び、充実した
生活を送って社会人基礎力を蓄えてください。そして、何のために学び、何のため

全学就職ガイダンスでの一コマ キャリアアドバイザーと相談 東京オフィス（キャリアセンター東京分室）
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卒業後の進路を自分で選択できるよう、入学時からきめ細かなサポートをします。卒業生たちは、大学院に進学
したり、さまざまな業種の企業等に就職するなど、各々の道を選びながら社会において幅広く活躍しています。

一人一人の希望や適性をともに考え、
自立と進路・職業選択をサポートします

キャリア・就職支援

本学では、キャリアセンターのほか、キャリアセンター東京分室（東京オフィス）、各学部、国際教育総合センター、学術・産
業イノベーション創造本部、各学部同窓会、大学生協、学生団体等がネットワーク型支援体制のもとで互いに協力・連
携しながら、それぞれにキャリア・就職情報の提供、各種イベントの開催、就職相談等、多様な支援活動を行っています。

キャリアセンター
未来の夢と志を育む時―真摯・自由・協同

に学生生活を送るのか、それを明確にするのは、人生や仕事に関する夢と志で
す。「人間性豊かな指導的人材を育成する」（「神戸大学の使命」）優れた伝統
をもつ神戸大学で、ぜひ自分の夢と志、そして長期的目標を模索し、「真摯・自
由・協同」の精神を養いながら、キャリアデザインを思い描き、自分にふさわしい
進路選択をしてください。キャリアセンターはそのためのサポートをいたします。

大学4年間は社会人になるための助走期間です。そのため学生はこの4年間に
大きく成長することが求められます。正解のある問題ではなく正解のない問題に
積極的に取り組む姿勢へ、サービスを受ける人からサービスを提供する人への成
長です。卒業後、社会に出て活躍できるよう、神戸大学で大いに学び、充実した
生活を送って社会人基礎力を蓄えてください。そして、何のために学び、何のため

全学就職ガイダンスでの一コマ キャリアアドバイザーと相談 東京オフィス（キャリアセンター東京分室）

●2018年度　学部卒業者の進路状況

学部名 卒業者 進学者 就職者
就職者内訳 臨床

研修医 その他
企業等 官公庁 教員

文学部 121 17 96 74 15 7 － 8

国際文化学部 151 12 128 116 11 1 － 11

発達科学部 282 63 196 148 26 22 － 23

法学部 184 41 129 88 41 0 － 14

経済学部 278 14 251 225 26 0 － 13

経営学部 279 5 259 248 11 0 － 15

理学部 159 107 44 33 5 6 － 8

医学部（医学科） 110 0 0 0 0 0 105 5

医学部（保健学科） 163 59 95 91 4 0 － 9

工学部 542 401 127 111 16 0 － 16

農学部 156 99 55 44 11 0 － 2
海事科学部 195 105 81 79 2 0 － 9

合　　　計 2,620 923 1,461 1,257 168 36 105 133

※「進学者」は、大学院研究科、大学・学部、短期大学本科、専攻科、別科、専修学校、外国の学校等の入学者の合
計。

※「就職者」は、正規の職員等、正規の職員等でない就職者の総数のうち雇用計画が１年未満又は短時間勤務の者
を除いた者の合計で、進学者のうち就職している者（工学部2名）を含む。

※「その他」は、公務員試験受験者、司法試験・公認会計士等の資格試験受験者を含む。

●2018年度　大学院（修士・博士前期課程）修了者の進路状況

研究科名 修了者 進学者 就職者
就職者内訳 臨床

研修医 その他
企業等 官公庁 教員

人文学研究科 47 13 27 19 4 4 － 7
国際文化学研究科 47 9 19 17 0 2 － 19
人間発達環境学研究科 79 4 54 34 8 12 － 21
法学研究科 39 12 15 12 3 0 － 12
経済学研究科 76 16 35 31 4 0 － 25
経営学研究科 42 10 27 27 0 0 － 5
理学研究科 113 10 98 92 5 1 － 5
医学研究科（ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ専
攻） 20 3 17 17 0 0 0 0

保健学研究科 55 6 48 43 4 1 － 5
工学研究科 336 10 314 305 9 0 － 12
システム情報学研究科 75 2 70 69 1 0 － 3
農学研究科 117 7 107 95 11 1 － 3
海事科学研究科 72 4 66 64 2 0 － 3
国際協力研究科 69 16 50 28 20 2 － 7
科学技術イノベーション研究科 39 5 33 33 0 0 － 1

合　　　計 1,226 127 980 886 71 23 0 128
法学研究科（法科大学院） 67
経営学研究科（MBA） 71

総　　計 1,364

※「進学者」は、大学院研究科、大学・学部、短期大学本科、専攻科、別科、専修学校、外国の学校等の入学者の合計。
※「就職者」は、正規の職員等、正規の職員等でない就職者の総数のうち雇用計画が１年未満又は短時間勤務の者

を除いた者の合計で、進学者のうち就職している者（保健学研究科4名、海事科学研究科1名、国際協力研究科4
名）を含む。

※「その他」は、公務員試験受験者、司法試験・公認会計士等の資格試験受験者を含む。
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■文学部・人文学研究科

■経済学部・経済学研究科

■経営学部・経営学研究科

■理学部・理学研究科

■発達科学部・人間発達環境学研究科

■法学部・法学研究科　

備考：「主な就職先」の掲載数は、各学部・研究科ごとの就職者数を考慮しています。なお、各学
部・研究科毎の全就職先は、１１月頃発行予定の『就職ガイドブック』に掲載します。

■国際文化学部・国際文化学研究科

神戸市役所
兵庫県庁
大阪地方裁判所
三井住友銀行
三井住友カード
第一生命保険

日本生命
大和証券
大阪労働局
裁判所職員（和歌山）
徳島県庁
読売新聞社

シャープ
ニトリ
UTグループ
DYM
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
神戸地方検察庁

農林水産省
法務局
参議院事務局
川崎重工業
三菱商事
東京海上日動火災保険

キリン
数研出版
花王
住友化学
三菱ケミカル
神戸製鋼所

京セラ
日本電産
ルネサスエレクトロニクス 
ダイキン工業
三菱電機
小野薬品工業

アイテック阪急阪神 
日本電気
TIS
富士通
MonotaRo 
あいおいニッセイ同和損害保険 

みずほフィナンシャルグループ 
アクセンチュア 
宇宙技術開発 
中学・高等学校教員 
農林水産省
兵庫県庁

三井住友銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
日本生命保険相互会社 
野村證券
りそな銀行
富士通
NTTデータ
西日本鉄道
みなと銀行
住友生命保険相互会社 

アクセンチュア
近畿財務局
大阪市役所
神戸市役所
サントリー食品インターナショナル
日本触媒
三菱電機
ニッセイ情報テクノロジー
ＮＴＴ西日本
マネーフォワード

コベルコシステム
NTTドコモ
日本航空
丸紅
みずほフィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
野村アセットマネジメント
京都銀行
ＮＴＴファイナンス
三井住友海上火災保険

損害保険ジャパン日本興亜
ウィル 
船井総合研究所
有限責任あずさ監査法人
ネオキャリア
ベクトル
ニッセイ情報テクノロジー
兵庫県庁
香川県庁

有限監査法人トーマツ
あずさ監査法人
EY新日本有限責任監査法人
日本銀行
三井住友銀行
三菱UFＪ銀行
ゆうちょ銀行
りそな銀行
日本生命保険
第一生命保険

東京海上日動火災保険
大和証券
野村證券
丸紅
伊藤忠商事
住友商事
トヨタ自動車
パナソニック
江崎グリコ
サントリーホールディングス

任天堂
川崎重工業
ソフトバンク
全日本空輸
阪急阪神ホールディングス
アマゾンジャパン
関西電力
住友化学
住友電気工業
京セラ

日本IBM
村田製作所
デロイトトーマツコンサルティング
アビームコンサルティング
ウィル
POL
ニトリ
三井住友カード
神戸市役所

私学学校教員
公立高等学校教諭
山崎製パン
デンソーテン
インテック
ジャステック

三井住友銀行
大阪地方裁判所
尼崎市役所
森永乳業
菱友システム技術
三菱電機

三菱UFJ銀行
第一生命保険
東京海上日動火災保険
三井不動産リアルティ
WAVE
アップ教育企画

国土交通省
総務省
大阪府庁
岐阜市役所
奈良県庁
松竹

住友商事
三菱重工
三井住友銀行
神戸製鋼所
トヨタ自動車
富士通

テレビ朝日
日本放送協会
関西電力
東海旅客鉄道
関西エアポート
NTT都市開発

富士フイルム
資生堂
パナソニック
楽天
東京海上日動火災保険
JCB

JTB
リクルート
アクセンチュア
大阪国税局
広島県庁
神戸市役所

カゴメ
サッポロビール
日清食品ホールディングス
帝人
島津製作所
ダイキン工業
パナソニック
ミズノ
関西電力
ＮＴＴドコモ

大広
ソニー・ミュージックグループ
日本テレビ放送網
西日本旅客鉄道
日本航空
三菱商事
西松屋チェーン
ニトリ
りそな銀行
三井住友銀行

東京海上日動火災保険
日本旅行
ベネッセコーポレーション
パソナ
カシオ計算機
トヨタ自動車
富士通
朝日新聞社
茨木市立幼稚園教員
兵庫県立小学校教員

兵庫県立中学校教員
滋賀県立高等学校教員
山口県立高等学校教員
大阪家庭裁判所
近畿財務局
神戸市職員
兵庫県職員
大阪府職員
浪速少年院

小林製薬
小野薬品工業
ダイキン工業

JCRファーマ
フジッコ
クラシエ製薬

日東薬品工業
大研医器
パレクセル・インターナショナル

神戸大学医学部附属病院
兵庫県立病院
神戸市民病院機構
大阪市民病院機構
国立長寿医療研究センター
京都大学医学部附属病院

滋賀医科大学医学部附属病院
大阪医科大学病院
関西医科大学附属病院
兵庫医科大学病院
近畿大学医学部附属病院
三菱神戸病院

関西電力病院
淀川キリスト教病院
社会医療法人愛仁会
甲南女子大学
国際協力機構（JICA）
兵庫県

加古川市
塩野義製薬
シスメックス
シーメンスヘルスケア・ダイアグノティクス
ジョンソン・エンド・ジョンソン
パレクセル・インターナショナル

ダイキン工業
パナソニック
三菱電機
富士通
関西電力
川崎重工業
三菱重工業
阪急阪神ホールディングス
神戸市役所
西日本旅客鉄道
鹿島建設
大林組
村田製作所
KDDI
クボタ

トヨタ自動車
古野電気
住友ゴム工業
新日鐵住金
島津製作所
JFEスチール
ケイ・オプティコム
デンソー
デンソーテン
京セラ
新日鉄住金ソリューションズ
大成建設
竹中工務店
東邦ガス
AGC

NTTデータ
Sｋｙ
シャープ
ソニー
メイテック
旭化成ホームズ
京阪ホールディングス
三井化学
三菱ケミカル
住友商事
清水建設
西日本高速道路
積水化学工業
大阪ガス
東レ

東海旅客鉄道
日産自動車
日立製作所
豊田自動織機
TOTO
サントリーホールディング
ダイハツ工業
ヤマハ発動機
小松製作所
神戸製鋼所
大阪市役所
中部電力
南海電気鉄道
日東電工
日本電信電話

明治
カルビー
昭和産業
日清食品
ハウス食品
プリマハム

キユーピー
住友化学
クボタ
ヤンマー
日立製作所
農業食品産業研究機構

キリン
カゴメ
伊藤ハム
花王
ＮＴＴ西日本
丸紅

住友商事
三井住友銀行
農林水産省
大阪府庁
神戸市役所
兵庫県

日本郵船
商船三井
川崎汽船
田渕海運
出光タンカー
東洋信号通信社

富士貿易
三菱倉庫
日本通運
日本郵便
三菱電機
ダイキン工業

村田製作所
三菱重工業
京セラ
JFEスチール
ヤンマー
日立造船

川崎重工業
三菱自動車工業
富士通
三菱ケミカル
西日本旅客鉄道
国土交通省

農林水産省
国際協力機構
日本司法支援センター
PWC

アクセンチュア
コーエイリサーチ＆コンサルティング
日本政策金融公庫
武庫川女子大学

ベネッセコーポレーション
住友商事
日本電気
富士通

ブリヂストン
兼松
京セラ

アサヒビール 
三井化学 
中外製薬 
住友電気工業 

パナソニック 
三菱自動車工業 
ルネサスエレクトロニクス 
フューチャーアーキテクト

伊藤園 
ダイキン工業
アクセンチュア
帝人

村田製作所
三菱電機
ソニー
ソフトバンク

出光興産
高津製作所
ニトリ
パナソニック
NTTデータ
住友電気工業

ニチコン
富士通
瑞光
みずほフィナンシャルグループ
シャープ
倉敷紡績

丸和運輸機関
日立製作所
高庄ガス工業
大塚電子
阪和興業
ネスレ日本

日産自動車
日東電工
ハリマ化成グループ
フルヤ金属
星野リゾート・マネジメント
あいおいニッセイ同和損害保険
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■医学研究科（バイオメディカルサイエンス専攻）
●

●

●

●

●

●

●

●

●

■医学部（保健学科）・保健学研究科
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■農学部・農学研究科
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■海事科学部・海事科学研究科
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■国際協力研究科
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■工学部・工学研究科・システム情報学研究科
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■外国人留学生の主な就職先（海外の就職先を除きます）
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■科学技術イノベーション研究科
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2018年度学部卒業者・大学院（修士・博士前期課程）修了者の主な就職先 取得可能な資格・免許

進路・就職
After Graduation

学部 学科等 資格の種類

研究科（博士前期課程） 専攻等 資格の種類

■保健学研究科 保健学専攻 保健師の国家試験の受験資格、助産師の国家試験の受験資格

■国際人間科学部

グローバル文化学科 学芸員の資格、中学校教諭一種（英語）、高等学校教諭一種（英語）

発達コミュニティ学科
 学芸員の資格、社会教育主事の資格、社会福祉主事任用資格、中学校教諭一種（保健体育・音楽・美術）、

 高等学校教諭一種（保健体育・音楽・美術）、公認心理師試験の受験資格
環境共生学科 学芸員の資格、社会教育主事の資格、社会福祉主事任用資格、中学校教諭一種（理科・数学・家庭・社会）、高等学校教諭一種（理科・数学・家庭・地理歴史・公民）
子ども教育学科 学芸員の資格、社会教育主事の資格、社会福祉主事任用資格、幼稚園教諭一種、小学校教諭一種、特別支援学校教諭一種

■文学部 人文学科 学芸員の資格、社会調査士の申請資格、中学校教諭一種（国語・社会・英語）、高等学校教諭一種（国語・地理歴史・公民・英語）

■理学部

数学科 中学校教諭一種（数学）、高等学校教諭一種（数学）
物理学科 中学校教諭一種（理科）、高等学校教諭一種（理科）
化学科 甲種危険物取扱者の受験資格、中学校教諭一種（理科）、高等学校教諭一種（理科）
生物学科 中学校教諭一種（理科）、高等学校教諭一種（理科）
惑星学科 学芸員の資格、中学校教諭一種（理科）、高等学校教諭一種（理科）　　

■医学部

医学科 医師国家試験の受験資格
保健学科看護学専攻 看護師の国家試験の受験資格
保健学科検査技術科学専攻 臨床検査技師の国家試験の受験資格
保健学科理学療法学専攻 理学療法士の国家試験の受験資格
保健学科作業療法学専攻 作業療法士の国家試験の受験資格

■農学部

全学科共通 高等学校教諭一種（農業）
資源生命科学科応用動物学コース 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格
生命機能科学科応用生命化学コース 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格
資源生命科学科応用植物学コース 樹木医補の資格
生命機能科学科応用機能生物学コース 樹木医補の資格
食料環境システム学科生産環境工学コース 

JABEEプログラム修習技術者の資格、測量士（補）の資格、技術検定の受験資格
農業土木系分野（地域環境工学プログラム）

■工学部

全学科共通 安全管理者の資格、エネルギー管理士試験の受験が可能
建築学科 建築士の受験資格
市民工学科 測量士（補）の資格、技術検定の受検資格
電気電子工学科 電気通信主任技術者の受験資格、第二種電気工事士
機械工学科 自動車整備士（3級）の受験資格、ボイラー取扱主任の受験資格
応用化学科 甲種危険物取扱者の受験資格

■人間発達環境学
　研究科

人間発達専攻
 特別支援学校教諭専修、幼稚園教諭専修、小学校教諭専修、中学校教諭専修（保健体育、音楽、美術）、

 高等学校教諭専修（保健体育、音楽、美術）、臨床心理士資格試験受験資格、公認心理師試験の受験資格

人間環境学専攻 中学校教諭専修（数学、理科、社会、家庭）、高等学校教諭専修（数学、理科、公民、家庭）

■海事科学部＊ グローバル輸送科学科航海マネジメントコース
 三級海技士（航海）の受験資格（※乗船実習科要修了）、船舶衛生管理者の講習一部免除（※乗船実習科要修了）、

 海技士免許講習（航海系5種）、登録ECDIS講習（Generic）

マリンエンジニアリング学科機関マネジメントコース
 三級海技士（機関）の受験資格（※乗船実習科要修了）、船舶衛生管理者の講習一部免除（※乗船実習科要修了）、

 海技士免許講習（機関系3種）

■農学研究科
食料共生システム学専攻 高等学校教諭専修（農業）
資源生命科学専攻 高等学校教諭専修（農業）
生命機能科学専攻 高等学校教諭専修（農業）

■人文学研究科 文化構造専攻 中学校教諭専修（国語、社会、英語）、高等学校教諭専修（国語、公民、英語）
社会動態専攻 専門社会調査士の申請資格、中学校教諭専修（社会、英語）、高等学校教諭専修（地理歴史、公民、英語）

■国際文化学研究科 文化相関専攻 中学校教諭専修（英語）、高等学校教諭専修（英語）
グローバル文化専攻 中学校教諭専修（英語）、高等学校教諭専修（英語）

■理学研究科

数学専攻 中学校教諭専修（数学）、高等学校教諭専修（数学）
物理学専攻 中学校教諭専修（理科）、高等学校教諭専修（理科）
化学専攻 中学校教諭専修（理科）、高等学校教諭専修（理科）
生物学専攻 中学校教諭専修（理科）、高等学校教諭専修（理科）
惑星学専攻 中学校教諭専修（理科）、高等学校教諭専修（理科）

※資格取得に必要な要件は大学ホームページで確認してください。

＊神戸大学は、令和3年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策科学部（仮称）』を設置する予定です。（設置計画申請中）
新学部設置が認められた場合、海洋政策科学部海洋政策科学科（仮称）海技ライセンスコース（仮称）では、航海士または
機関士のライセンスを取得するために必要な資格を得ることができます。
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■文学部・人文学研究科

■経済学部・経済学研究科

■経営学部・経営学研究科

■理学部・理学研究科

■発達科学部・人間発達環境学研究科

■法学部・法学研究科　

備考：「主な就職先」の掲載数は、各学部・研究科ごとの就職者数を考慮しています。なお、各学
部・研究科毎の全就職先は、１１月頃発行予定の『就職ガイドブック』に掲載します。

■国際文化学部・国際文化学研究科

神戸市役所
兵庫県庁
大阪地方裁判所
三井住友銀行
三井住友カード
第一生命保険

日本生命
大和証券
大阪労働局
裁判所職員（和歌山）
徳島県庁
読売新聞社

シャープ
ニトリ
UTグループ
DYM
社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
神戸地方検察庁

農林水産省
法務局
参議院事務局
川崎重工業
三菱商事
東京海上日動火災保険

キリン
数研出版
花王
住友化学
三菱ケミカル
神戸製鋼所

京セラ
日本電産
ルネサスエレクトロニクス 
ダイキン工業
三菱電機
小野薬品工業

アイテック阪急阪神 
日本電気
TIS
富士通
MonotaRo 
あいおいニッセイ同和損害保険 

みずほフィナンシャルグループ 
アクセンチュア 
宇宙技術開発 
中学・高等学校教員 
農林水産省
兵庫県庁

三井住友銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
日本生命保険相互会社 
野村證券
りそな銀行
富士通
NTTデータ
西日本鉄道
みなと銀行
住友生命保険相互会社 

アクセンチュア
近畿財務局
大阪市役所
神戸市役所
サントリー食品インターナショナル
日本触媒
三菱電機
ニッセイ情報テクノロジー
ＮＴＴ西日本
マネーフォワード

コベルコシステム
NTTドコモ
日本航空
丸紅
みずほフィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
野村アセットマネジメント
京都銀行
ＮＴＴファイナンス
三井住友海上火災保険

損害保険ジャパン日本興亜
ウィル 
船井総合研究所
有限責任あずさ監査法人
ネオキャリア
ベクトル
ニッセイ情報テクノロジー
兵庫県庁
香川県庁

有限監査法人トーマツ
あずさ監査法人
EY新日本有限責任監査法人
日本銀行
三井住友銀行
三菱UFＪ銀行
ゆうちょ銀行
りそな銀行
日本生命保険
第一生命保険

東京海上日動火災保険
大和証券
野村證券
丸紅
伊藤忠商事
住友商事
トヨタ自動車
パナソニック
江崎グリコ
サントリーホールディングス

任天堂
川崎重工業
ソフトバンク
全日本空輸
阪急阪神ホールディングス
アマゾンジャパン
関西電力
住友化学
住友電気工業
京セラ

日本IBM
村田製作所
デロイトトーマツコンサルティング
アビームコンサルティング
ウィル
POL
ニトリ
三井住友カード
神戸市役所

私学学校教員
公立高等学校教諭
山崎製パン
デンソーテン
インテック
ジャステック

三井住友銀行
大阪地方裁判所
尼崎市役所
森永乳業
菱友システム技術
三菱電機

三菱UFJ銀行
第一生命保険
東京海上日動火災保険
三井不動産リアルティ
WAVE
アップ教育企画

国土交通省
総務省
大阪府庁
岐阜市役所
奈良県庁
松竹

住友商事
三菱重工
三井住友銀行
神戸製鋼所
トヨタ自動車
富士通

テレビ朝日
日本放送協会
関西電力
東海旅客鉄道
関西エアポート
NTT都市開発

富士フイルム
資生堂
パナソニック
楽天
東京海上日動火災保険
JCB

JTB
リクルート
アクセンチュア
大阪国税局
広島県庁
神戸市役所

カゴメ
サッポロビール
日清食品ホールディングス
帝人
島津製作所
ダイキン工業
パナソニック
ミズノ
関西電力
ＮＴＴドコモ

大広
ソニー・ミュージックグループ
日本テレビ放送網
西日本旅客鉄道
日本航空
三菱商事
西松屋チェーン
ニトリ
りそな銀行
三井住友銀行

東京海上日動火災保険
日本旅行
ベネッセコーポレーション
パソナ
カシオ計算機
トヨタ自動車
富士通
朝日新聞社
茨木市立幼稚園教員
兵庫県立小学校教員

兵庫県立中学校教員
滋賀県立高等学校教員
山口県立高等学校教員
大阪家庭裁判所
近畿財務局
神戸市職員
兵庫県職員
大阪府職員
浪速少年院

小林製薬
小野薬品工業
ダイキン工業

JCRファーマ
フジッコ
クラシエ製薬

日東薬品工業
大研医器
パレクセル・インターナショナル

神戸大学医学部附属病院
兵庫県立病院
神戸市民病院機構
大阪市民病院機構
国立長寿医療研究センター
京都大学医学部附属病院

滋賀医科大学医学部附属病院
大阪医科大学病院
関西医科大学附属病院
兵庫医科大学病院
近畿大学医学部附属病院
三菱神戸病院

関西電力病院
淀川キリスト教病院
社会医療法人愛仁会
甲南女子大学
国際協力機構（JICA）
兵庫県

加古川市
塩野義製薬
シスメックス
シーメンスヘルスケア・ダイアグノティクス
ジョンソン・エンド・ジョンソン
パレクセル・インターナショナル

ダイキン工業
パナソニック
三菱電機
富士通
関西電力
川崎重工業
三菱重工業
阪急阪神ホールディングス
神戸市役所
西日本旅客鉄道
鹿島建設
大林組
村田製作所
KDDI
クボタ

トヨタ自動車
古野電気
住友ゴム工業
新日鐵住金
島津製作所
JFEスチール
ケイ・オプティコム
デンソー
デンソーテン
京セラ
新日鉄住金ソリューションズ
大成建設
竹中工務店
東邦ガス
AGC

NTTデータ
Sｋｙ
シャープ
ソニー
メイテック
旭化成ホームズ
京阪ホールディングス
三井化学
三菱ケミカル
住友商事
清水建設
西日本高速道路
積水化学工業
大阪ガス
東レ

東海旅客鉄道
日産自動車
日立製作所
豊田自動織機
TOTO
サントリーホールディング
ダイハツ工業
ヤマハ発動機
小松製作所
神戸製鋼所
大阪市役所
中部電力
南海電気鉄道
日東電工
日本電信電話

明治
カルビー
昭和産業
日清食品
ハウス食品
プリマハム

キユーピー
住友化学
クボタ
ヤンマー
日立製作所
農業食品産業研究機構

キリン
カゴメ
伊藤ハム
花王
ＮＴＴ西日本
丸紅

住友商事
三井住友銀行
農林水産省
大阪府庁
神戸市役所
兵庫県

日本郵船
商船三井
川崎汽船
田渕海運
出光タンカー
東洋信号通信社

富士貿易
三菱倉庫
日本通運
日本郵便
三菱電機
ダイキン工業

村田製作所
三菱重工業
京セラ
JFEスチール
ヤンマー
日立造船

川崎重工業
三菱自動車工業
富士通
三菱ケミカル
西日本旅客鉄道
国土交通省

農林水産省
国際協力機構
日本司法支援センター
PWC

アクセンチュア
コーエイリサーチ＆コンサルティング
日本政策金融公庫
武庫川女子大学

ベネッセコーポレーション
住友商事
日本電気
富士通

ブリヂストン
兼松
京セラ

アサヒビール 
三井化学 
中外製薬 
住友電気工業 

パナソニック 
三菱自動車工業 
ルネサスエレクトロニクス 
フューチャーアーキテクト

伊藤園 
ダイキン工業
アクセンチュア
帝人

村田製作所
三菱電機
ソニー
ソフトバンク

出光興産
高津製作所
ニトリ
パナソニック
NTTデータ
住友電気工業

ニチコン
富士通
瑞光
みずほフィナンシャルグループ
シャープ
倉敷紡績

丸和運輸機関
日立製作所
高庄ガス工業
大塚電子
阪和興業
ネスレ日本

日産自動車
日東電工
ハリマ化成グループ
フルヤ金属
星野リゾート・マネジメント
あいおいニッセイ同和損害保険
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■医学研究科（バイオメディカルサイエンス専攻）
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■医学部（保健学科）・保健学研究科
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■農学部・農学研究科
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■海事科学部・海事科学研究科
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■国際協力研究科
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■工学部・工学研究科・システム情報学研究科
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■外国人留学生の主な就職先（海外の就職先を除きます）
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■科学技術イノベーション研究科
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2018年度学部卒業者・大学院（修士・博士前期課程）修了者の主な就職先 取得可能な資格・免許

進路・就職
After Graduation

学部 学科等 資格の種類

研究科（博士前期課程） 専攻等 資格の種類

■保健学研究科 保健学専攻 保健師の国家試験の受験資格、助産師の国家試験の受験資格

■国際人間科学部

グローバル文化学科 学芸員の資格、中学校教諭一種（英語）、高等学校教諭一種（英語）

発達コミュニティ学科
 学芸員の資格、社会教育主事の資格、社会福祉主事任用資格、中学校教諭一種（保健体育・音楽・美術）、

 高等学校教諭一種（保健体育・音楽・美術）、公認心理師試験の受験資格
環境共生学科 学芸員の資格、社会教育主事の資格、社会福祉主事任用資格、中学校教諭一種（理科・数学・家庭・社会）、高等学校教諭一種（理科・数学・家庭・地理歴史・公民）
子ども教育学科 学芸員の資格、社会教育主事の資格、社会福祉主事任用資格、幼稚園教諭一種、小学校教諭一種、特別支援学校教諭一種

■文学部 人文学科 学芸員の資格、社会調査士の申請資格、中学校教諭一種（国語・社会・英語）、高等学校教諭一種（国語・地理歴史・公民・英語）

■理学部

数学科 中学校教諭一種（数学）、高等学校教諭一種（数学）
物理学科 中学校教諭一種（理科）、高等学校教諭一種（理科）
化学科 甲種危険物取扱者の受験資格、中学校教諭一種（理科）、高等学校教諭一種（理科）
生物学科 中学校教諭一種（理科）、高等学校教諭一種（理科）
惑星学科 学芸員の資格、中学校教諭一種（理科）、高等学校教諭一種（理科）　　

■医学部

医学科 医師国家試験の受験資格
保健学科看護学専攻 看護師の国家試験の受験資格
保健学科検査技術科学専攻 臨床検査技師の国家試験の受験資格
保健学科理学療法学専攻 理学療法士の国家試験の受験資格
保健学科作業療法学専攻 作業療法士の国家試験の受験資格

■農学部

全学科共通 高等学校教諭一種（農業）
資源生命科学科応用動物学コース 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格
生命機能科学科応用生命化学コース 食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格
資源生命科学科応用植物学コース 樹木医補の資格
生命機能科学科応用機能生物学コース 樹木医補の資格
食料環境システム学科生産環境工学コース 

JABEEプログラム修習技術者の資格、測量士（補）の資格、技術検定の受験資格
農業土木系分野（地域環境工学プログラム）

■工学部

全学科共通 安全管理者の資格、エネルギー管理士試験の受験が可能
建築学科 建築士の受験資格
市民工学科 測量士（補）の資格、技術検定の受検資格
電気電子工学科 電気通信主任技術者の受験資格、第二種電気工事士
機械工学科 自動車整備士（3級）の受験資格、ボイラー取扱主任の受験資格
応用化学科 甲種危険物取扱者の受験資格

■人間発達環境学
　研究科

人間発達専攻
 特別支援学校教諭専修、幼稚園教諭専修、小学校教諭専修、中学校教諭専修（保健体育、音楽、美術）、

 高等学校教諭専修（保健体育、音楽、美術）、臨床心理士資格試験受験資格、公認心理師試験の受験資格

人間環境学専攻 中学校教諭専修（数学、理科、社会、家庭）、高等学校教諭専修（数学、理科、公民、家庭）

■海事科学部＊ グローバル輸送科学科航海マネジメントコース
 三級海技士（航海）の受験資格（※乗船実習科要修了）、船舶衛生管理者の講習一部免除（※乗船実習科要修了）、

 海技士免許講習（航海系5種）、登録ECDIS講習（Generic）

マリンエンジニアリング学科機関マネジメントコース
 三級海技士（機関）の受験資格（※乗船実習科要修了）、船舶衛生管理者の講習一部免除（※乗船実習科要修了）、

 海技士免許講習（機関系3種）

■農学研究科
食料共生システム学専攻 高等学校教諭専修（農業）
資源生命科学専攻 高等学校教諭専修（農業）
生命機能科学専攻 高等学校教諭専修（農業）

■人文学研究科 文化構造専攻 中学校教諭専修（国語、社会、英語）、高等学校教諭専修（国語、公民、英語）
社会動態専攻 専門社会調査士の申請資格、中学校教諭専修（社会、英語）、高等学校教諭専修（地理歴史、公民、英語）

■国際文化学研究科 文化相関専攻 中学校教諭専修（英語）、高等学校教諭専修（英語）
グローバル文化専攻 中学校教諭専修（英語）、高等学校教諭専修（英語）

■理学研究科

数学専攻 中学校教諭専修（数学）、高等学校教諭専修（数学）
物理学専攻 中学校教諭専修（理科）、高等学校教諭専修（理科）
化学専攻 中学校教諭専修（理科）、高等学校教諭専修（理科）
生物学専攻 中学校教諭専修（理科）、高等学校教諭専修（理科）
惑星学専攻 中学校教諭専修（理科）、高等学校教諭専修（理科）

※資格取得に必要な要件は大学ホームページで確認してください。

＊神戸大学は、令和3年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策科学部（仮称）』を設置する予定です。（設置計画申請中）
新学部設置が認められた場合、海洋政策科学部海洋政策科学科（仮称）海技ライセンスコース（仮称）では、航海士または
機関士のライセンスを取得するために必要な資格を得ることができます。
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図書館
Library

本館1階に設置した、創造的学習のための
オープンな部屋です。 話し合いながら、ゼミ・発
表の準備、協同討議等、グループでの学習に
利用できます。

ラーニングコモンズ
本館2階大閲覧室。高い吹き抜けの大アーチ
型天井にはステンドグラスのライトアップが施
され、重厚で歴史の重みを感じさせる閲覧机が
並んでいます。

大閲覧室

社会科学関係において質量ともに高い評価
学内で最も長い歴史と蔵書量を誇る「社会科学系図書館」

神戸大学附属図書館は、各学部・研究科の研究領域をサポートする専門図書館と、国際文化学図書館に併設された総合図書館から構成され、
六甲台・楠・名谷・深江の4キャンパスに9つの図書館室を置いています。全館で約378万冊の蔵書があり、学生選書ツアーの実施や蔵書の
テーマ展示の開催等、学生の読書支援を行っています。各館室は配送便で結ばれ、オンラインのデリバリーサービスにより、希望の受取館への図
書の取寄せと、どの館からでも返却が可能になっており、利便性が確保されています。近年はラーニングコモンズの整備等を通し、自学自習や協
同学習など様々な学習形態へ適応するため学習環境の提供を促進するとともに、電子ジャーナル・電子ブック・データベースといった教育研究の
基盤となる電子情報リソースの整備に努め、大学における学習・教育・研究を支援する活動を展開しています。また学術成果リポジトリ「Kernel」
により、神戸大学の研究者が生産した雑誌掲載論文、学位論文などの学術成果を広く収集・公開する事業を推進し、神戸大学の社会に向けた
学術的貢献の一翼を担っています。

学内でも最も長い歴史と蔵書量を誇る
図 書館であり、経済学部・経営学部・法
学 部を主なサービス対 象にしています。
1933（昭和8）年竣工の本館とその後増築
された書庫棟及び管理棟に加え、2004（平成
16）年に竣工した総合研究棟｢フロンティア
館｣の一部（B2F～3F）が新たに図書館ス
ペースに加わっています。また本館は、2003

（平成15）年に文化庁より登録有形文化
財の指定を受けています。旧神戸高等商業
学校時代からの蔵書を引き継いでおり、社
会科学関係資料においては質量ともに
高い評価を受けています。また、全国に２つし
かない社会科学系の外国雑誌センター館に
も指定されているほか｢震災文庫｣も本図書
館に設置しています。

壁画「青春」（本館2階）

被災地の大学図書館として、災害復興や地震
研究・防災対策などに役立つよう、阪神・淡路
大震災に係わるあらゆる資料を収集して公開
しています。

震災文庫

4キャンパスに9つの図書館室を設置
学習・教育・研究活動を強力に支援

学習図書館機能・全学図
書 館 調 整 機 能を備えた

「総合図書館」として、全
学共通教育に対応した一
般教養図書や視聴覚資
料を備えた学 習 支 援を
行っています。

自然科学に関連する資料
を中心に収集しています。
教育研究活動に重要な資
料を集中管理した本図書
館は情報基盤センターと
隣接し、図書館情報シス
テムの中枢としても機能し
ています。

文学部、人文学研究科を
主なサービス対象とし、哲
学、文学、史学、心理学、
言語学、芸術学、社会学、
美術史学、地理学等の基
礎 的 資 料 、和 漢 洋の古
典、雑誌の収集、提供を
行っています。

国際機関関係資料や国
際経済統計資料の収集
にも力を入れているのが特
徴です。また国連寄託図
書館の指定を受け国連発
行の資料も収集していま
す。

医学部・医学研究科及び
医学部附属病院への資料
提供が主になっています。
蔵書内容は医学関連の学
術雑誌を主体とし、広く医
事、医療関係者も利用でき
る図書館として教育・研究
を支援しています。

旧医療技術短期大学図
書館の蔵書を引き継いで
おり、看護学・検査技術科
学・理学療法学・作業療
法学・医療基礎学関係の
資料を中心とした蔵書構
成となっています。

旧神戸商船大学附属図
書館の蔵書を引き継いで
おり、全国にも少ない海事
専 門 図 書 館として、海・
船に関する資料を中心に、
海図や水路誌など特徴あ
る資料を所蔵しています。

総合・国際文化学
図書館

■主要な対象学部
　国際人間科学部

六甲台地区

■主要な対象学部
　文学部

六甲台地区

楠地区

深江地区

自然科学系図書館

■主要な対象学部
　理学部、工学部、農学部

六甲台地区

経済経営研究所
図書館

六甲台地区

名谷地区

人文科学図書館

■主要な対象部局
　経済経営研究所

旧教育学部分館の蔵書を
引き継いでおり、教育学を
中心に社会学・自然科学・
芸術学・体育など広範囲
に及んでいます。現在は、
発達コミュニティ・環境共
生・子ども教育に関する資
料を収集しています。

人間科学図書館
六甲台地区

■主要な対象学部
　国際人間科学部 

医学分館

■主要な対象学部
　医学部医学科

海事科学分館

■主要な対象学部
　海事科学部

保健科学図書室

■主要な対象学部
　医学部保健学科

六甲台地区

図書館マスコットキャラクター
「うりこ」

ⒸKobe University
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図書館
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本館1階に設置した、創造的学習のための
オープンな部屋です。 話し合いながら、ゼミ・発
表の準備、協同討議等、グループでの学習に
利用できます。

ラーニングコモンズ
本館2階大閲覧室。高い吹き抜けの大アーチ
型天井にはステンドグラスのライトアップが施
され、重厚で歴史の重みを感じさせる閲覧机が
並んでいます。

大閲覧室

社会科学関係において質量ともに高い評価
学内で最も長い歴史と蔵書量を誇る「社会科学系図書館」

神戸大学附属図書館は、各学部・研究科の研究領域をサポートする専門図書館と、国際文化学図書館に併設された総合図書館から構成され、
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テーマ展示の開催等、学生の読書支援を行っています。各館室は配送便で結ばれ、オンラインのデリバリーサービスにより、希望の受取館への図
書の取寄せと、どの館からでも返却が可能になっており、利便性が確保されています。近年はラーニングコモンズの整備等を通し、自学自習や協
同学習など様々な学習形態へ適応するため学習環境の提供を促進するとともに、電子ジャーナル・電子ブック・データベースといった教育研究の
基盤となる電子情報リソースの整備に努め、大学における学習・教育・研究を支援する活動を展開しています。また学術成果リポジトリ「Kernel」
により、神戸大学の研究者が生産した雑誌掲載論文、学位論文などの学術成果を広く収集・公開する事業を推進し、神戸大学の社会に向けた
学術的貢献の一翼を担っています。

学内でも最も長い歴史と蔵書量を誇る
図 書館であり、経済学部・経営学部・法
学 部を主なサービス対 象にしています。
1933（昭和8）年竣工の本館とその後増築
された書庫棟及び管理棟に加え、2004（平成
16）年に竣工した総合研究棟｢フロンティア
館｣の一部（B2F～3F）が新たに図書館ス
ペースに加わっています。また本館は、2003

（平成15）年に文化庁より登録有形文化
財の指定を受けています。旧神戸高等商業
学校時代からの蔵書を引き継いでおり、社
会科学関係資料においては質量ともに
高い評価を受けています。また、全国に２つし
かない社会科学系の外国雑誌センター館に
も指定されているほか｢震災文庫｣も本図書
館に設置しています。

壁画「青春」（本館2階）

被災地の大学図書館として、災害復興や地震
研究・防災対策などに役立つよう、阪神・淡路
大震災に係わるあらゆる資料を収集して公開
しています。

震災文庫

4キャンパスに9つの図書館室を設置
学習・教育・研究活動を強力に支援

学習図書館機能・全学図
書 館 調 整 機 能を備えた

「総合図書館」として、全
学共通教育に対応した一
般教養図書や視聴覚資
料を備えた学 習 支 援を
行っています。

自然科学に関連する資料
を中心に収集しています。
教育研究活動に重要な資
料を集中管理した本図書
館は情報基盤センターと
隣接し、図書館情報シス
テムの中枢としても機能し
ています。

文学部、人文学研究科を
主なサービス対象とし、哲
学、文学、史学、心理学、
言語学、芸術学、社会学、
美術史学、地理学等の基
礎 的 資 料 、和 漢 洋の古
典、雑誌の収集、提供を
行っています。

国際機関関係資料や国
際経済統計資料の収集
にも力を入れているのが特
徴です。また国連寄託図
書館の指定を受け国連発
行の資料も収集していま
す。

医学部・医学研究科及び
医学部附属病院への資料
提供が主になっています。
蔵書内容は医学関連の学
術雑誌を主体とし、広く医
事、医療関係者も利用でき
る図書館として教育・研究
を支援しています。

旧医療技術短期大学図
書館の蔵書を引き継いで
おり、看護学・検査技術科
学・理学療法学・作業療
法学・医療基礎学関係の
資料を中心とした蔵書構
成となっています。

旧神戸商船大学附属図
書館の蔵書を引き継いで
おり、全国にも少ない海事
専 門 図 書 館として、海・
船に関する資料を中心に、
海図や水路誌など特徴あ
る資料を所蔵しています。

総合・国際文化学
図書館

■主要な対象学部
　国際人間科学部

六甲台地区

■主要な対象学部
　文学部

六甲台地区

楠地区

深江地区

自然科学系図書館

■主要な対象学部
　理学部、工学部、農学部

六甲台地区

経済経営研究所
図書館

六甲台地区

名谷地区

人文科学図書館

■主要な対象部局
　経済経営研究所

旧教育学部分館の蔵書を
引き継いでおり、教育学を
中心に社会学・自然科学・
芸術学・体育など広範囲
に及んでいます。現在は、
発達コミュニティ・環境共
生・子ども教育に関する資
料を収集しています。

人間科学図書館
六甲台地区

■主要な対象学部
　国際人間科学部 

医学分館

■主要な対象学部
　医学部医学科

海事科学分館

■主要な対象学部
　海事科学部

保健科学図書室

■主要な対象学部
　医学部保健学科

六甲台地区

図書館マスコットキャラクター
「うりこ」

ⒸKobe University
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経済的サポート

■からだの健康相談

入学料免除及び徴収猶予

■入学料の免除
下記に該当する場合は、本人の申請に基づき、選考の上、入学料の全額又
は一部が免除されることがあります。

学部入学生
（１）「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく「高等教育の修学

支援新制度」の対象者で、家計基準などの条件を満たす場合
（2）入学前1年以内に、本人の学資を主として負担している者（以下「学資

負担者」という。）が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の
災害を受けたことにより、納付が著しく困難であると認められる場合 

（3）その他、上記に準ずる場合で本学が相当と認める事由があるとき
（注） （1）の対象とならない者に対して（2）（3）を適用

大学院入学生
（１）経済的理由によって納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合 
（２）入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担

者が風水害等の災害を受けたことにより、納付が著しく困難であると認
められる場合

（３）その他、上記に準ずる場合で本学が相当と認める事由があるとき。  

■入学料の徴収猶予
下記に該当する場合は、本人の申請に基づき、選考の上、入学料の徴収を
猶予されることがあります。

学部入学生及び大学院入学生
（１）経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ学業優秀

と認められる場合 
（２）入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担

者が風水害等の災害を受けたことにより、納付期限までに納付が困難
であると認められる場合 

（３）その他やむを得ない事情により納付期限までに納付が困難であると認め
られる場合  

奨学金

学生相談と健康相談

学生寮

学生相談

学生センターでは、大学生活を送る中で、さまざまな問題や悩みなどを抱えた
学生を支援するために相談体制を整えています。例えば、修学上の問題、進
路に関する問題、経済的な問題、下宿や寮生活に関する問題、対人関係に
関する問題、家庭の問題、精神衛生や健康に関する問題などです。相談内
容の秘密はかたく守られますので、安心して相談してください。

■学生相談
学生センターには、奨学金、授業料免除、学生教育研究災害傷害保険、学
生寮課外活動等に関する窓口があり、それぞれの相談に応じています。
また、学生センターには「学生相談」窓口があり、学生生活上のさまざまな問
題についての相談に応じています。
詳細は、本学のホームページ（教育・学生生活／学生支援／学生相談）を
ご覧ください。
https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/support/
advice/index.html

■負担経費（月額）
（寄　宿　料）住吉寮、国維寮及び女子寮：18,000円
 住吉国際学生宿舎：4,700円
 白鴎寮：5,900円

（寄宿料以外）住吉寮：共益費2,600円＋居室の光熱水費
 住吉国際学生宿舎：共益費3,300円＋居室の光熱水費
 白鴎寮：共益費12,000円+居室の光熱水費
 国維寮：共益費3,400円＋居室の光熱水費
 女子寮：共益費3,200円＋居室の光熱水費
 ※金額は、変更することがあります。
 ※入寮時徴収金が必要な寮があります。

■お問い合わせ
学務部学生支援課　　ＴＥＬ：078-803-5220
※各寮の詳しい情報、募集時期等については、神戸大学ホームページ
「教育・学生生活」（学生寮）をご覧ください。

■利用交通機関
［住吉寮・住吉国際学生宿舎］
・阪神電車「御影」駅から市バス⑲系統「鴨子ヶ原行」乗車、「赤塚山」下車
 （所要時間：約15分）
・阪急電鉄「御影」駅から市バス⑲系統「鴨子ヶ原行」乗車、「赤塚山」下車
 （所要時間：約７分）

［白鴎寮］
・ＪＲ「摂津本山」駅、「甲南山手」駅下車、徒歩15分
・阪神電車「深江」駅下車、徒歩８分
［国維寮］
・阪急電鉄「六甲」駅から市バス②系統「三宮行」乗車、「五毛天神」下車、

徒歩５分

救急処置と健康相談（保健管理センター）

保健管理センターにおいて、学内で発生した急な病気や事故などに対する救
急処置を受けたり、心身の不調に関するあらゆる相談（「からだの健康相談」と

「こころの健康相談」）をすることができます。また、学内には緊急用電話も設置
され、ワンプッシュで保健管理センターや消防救急隊（119番）、担当事務室、
守衛室へ連絡できます。

ハラスメント相談窓口

セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、その他の嫌がらせによる人
権侵害を防ぐための窓口で、「学生なんでも相談」、保健管理センター「こころの
健康相談」の他、各学部などに「ハラスメント相談窓口」が設けられています。

保健管理センター（六甲台）の他、深江キャンパスには深江分室、楠キャンパス
には楠分室、名谷キャンパスには名谷地区保健管理室があります。

病気は早期発見、早期治療が一番
です。「からだの健康相談」では、あら
ゆる身体の不調に関する相談を受
け付けています。

授業料免除及び徴収猶予

授業料は、前期分は当年4月に、後期分は当年10月に納付しなければなりま
せんが、授業料の納付が困難な学生に対して、次のいずれかに該当する場
合は、前期または後期毎の申請に基づき選考の上、授業料の全額又は一部
が免除される制度があります。

学部入学生
（１）「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく、「高等教育の修

学支援新制度」の対象者で、家計基準などの条件を満たす場合
（注） 在学生の一部の者については、（1）以外に別途経過措置として、大学

院生に準じて実施

大学院入学生
（１）経済的な理由によって納付が困難であり、かつ学業が優秀と認められる場合 
（２）各期ごとの授業料の納期前6月以内（新入学者が入学した日に属する

期分の授業料の免除に係る場合は、入学前1年以内）に学資負担者が
死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 

（注） 免除の対象とならない者 
　 ・特別な理由も無く留年している者 
　　・特別な理由も無く最短修業年限を超えた者
　　・すでに授業料を納付している者

■こころの健康相談

カウンセラーと精神神経科医があら
ゆる心の悩みや心配ごとなどの相
談に応じています。手紙や電話で相
談することもできます。

■神戸大学 学生寮一覧

寮　名 所在地 居　室 在寮期間定　員

住吉寮（男子）
神戸市東灘区住吉山手7-3-1
TEL:078-851-4075

１人部屋（個室） 最短修業年限194人

住吉国際学生宿舎
（男子・女子） １人部屋（個室） ２年男子 78人

女子 58人

白鴎寮（男子・女子） 神戸市東灘区本山南町1-4-50
TEL:078-431-6231 １ユニット４個室男子 192人

女子 24人

国維寮（男子・女子） 神戸市灘区高尾通3-2-33
TEL:078-803-2710 １人部屋（個室） 最短修業年限134人

女子寮　 保安上の理由により住所は掲載しておりません １人部屋（個室）78人

学生支援体制
Student Support

なお、入学時及び在学時に学生納付金の改定が行われた場合は、改定時から
新たな納付金額が適用されます。

■授業料等
入学料  282,000円

授業料
 （前期）267,900円 

年額 535,800円（後期）267,900円

1年次納入額  合計 817,800円

※最短修業年限とは、学部生であれば入学から4年間（3年次編入学は入学から2年間）などを示します。

修学に関する特別な配慮の相談（キャンパスライフ支援センター）

障害があるなどの理由により、日常の勉学や学生生活になんらかの困難や
不安を抱えている場合の相談や調整を行っています。
専門家が相談にのり、講義に対する配慮や履修登録の支援、試験時の配
慮等、学部・研究科と協同して必要に応じたサポートを検討します。
サポート決定まで1ヶ月程かかりますので、早めにご相談ください。

■独立行政法人日本学生支援機構
人材の育成と教育の機会均等の趣旨に従って、人物・学業ともに優れた者
であって、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を給付又は貸
与することにより、修学の援助を行っています。本学では、経済状況、学業お
よび人物を総合して選考の上、日本学生支援機構に推薦しています。

詳細は下記ホームページまたはQRコードからご確認ください。
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/
 scholarship/index.html

■民間奨学団体・地方公共団体
民間奨学団体や地方公共団体の奨学金（給付又は貸与）は、各団体から募
集案内が送付されてきたものについて、その都度、学生支援課及び各学部・
研究科における掲示等、並びに神戸大学ホームページ「教育・学生生活」

（奨学金制度）への掲載によりお知らせしています。

詳細は下記ホームページまたはQRコードからご確認ください。
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/
 scholarship/others.html

■神戸大学独自の奨学金制度
神戸大学独自の奨学金制度として、４月入学の学部１年次生を対象とする

「神戸大学基金奨学金」及び全学生を対象とする「神戸大学基金緊急奨
学金」があります。応募要項等は神戸大学ホームページ「教育・学生生活」

（奨学金制度）に掲載しています。

詳細は下記ホームページまたはQRコードからご確認ください。
https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/
 scholarship/kobe-u.html
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経済的サポート

■からだの健康相談

入学料免除及び徴収猶予

■入学料の免除
下記に該当する場合は、本人の申請に基づき、選考の上、入学料の全額又
は一部が免除されることがあります。

学部入学生
（１）「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく「高等教育の修学

支援新制度」の対象者で、家計基準などの条件を満たす場合
（2）入学前1年以内に、本人の学資を主として負担している者（以下「学資

負担者」という。）が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の
災害を受けたことにより、納付が著しく困難であると認められる場合 

（3）その他、上記に準ずる場合で本学が相当と認める事由があるとき
（注） （1）の対象とならない者に対して（2）（3）を適用

大学院入学生
（１）経済的理由によって納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合 
（２）入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担

者が風水害等の災害を受けたことにより、納付が著しく困難であると認
められる場合

（３）その他、上記に準ずる場合で本学が相当と認める事由があるとき。  

■入学料の徴収猶予
下記に該当する場合は、本人の申請に基づき、選考の上、入学料の徴収を
猶予されることがあります。

学部入学生及び大学院入学生
（１）経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ学業優秀

と認められる場合 
（２）入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担

者が風水害等の災害を受けたことにより、納付期限までに納付が困難
であると認められる場合 

（３）その他やむを得ない事情により納付期限までに納付が困難であると認め
られる場合  

奨学金

学生相談と健康相談

学生寮

学生相談

学生センターでは、大学生活を送る中で、さまざまな問題や悩みなどを抱えた
学生を支援するために相談体制を整えています。例えば、修学上の問題、進
路に関する問題、経済的な問題、下宿や寮生活に関する問題、対人関係に
関する問題、家庭の問題、精神衛生や健康に関する問題などです。相談内
容の秘密はかたく守られますので、安心して相談してください。

■学生相談
学生センターには、奨学金、授業料免除、学生教育研究災害傷害保険、学
生寮課外活動等に関する窓口があり、それぞれの相談に応じています。
また、学生センターには「学生相談」窓口があり、学生生活上のさまざまな問
題についての相談に応じています。
詳細は、本学のホームページ（教育・学生生活／学生支援／学生相談）を
ご覧ください。
https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/support/
advice/index.html

■負担経費（月額）
（寄　宿　料）住吉寮、国維寮及び女子寮：18,000円
 住吉国際学生宿舎：4,700円
 白鴎寮：5,900円

（寄宿料以外）住吉寮：共益費2,600円＋居室の光熱水費
 住吉国際学生宿舎：共益費3,300円＋居室の光熱水費
 白鴎寮：共益費12,000円+居室の光熱水費
 国維寮：共益費3,400円＋居室の光熱水費
 女子寮：共益費3,200円＋居室の光熱水費
 ※金額は、変更することがあります。
 ※入寮時徴収金が必要な寮があります。

■お問い合わせ
学務部学生支援課　　ＴＥＬ：078-803-5220
※各寮の詳しい情報、募集時期等については、神戸大学ホームページ
「教育・学生生活」（学生寮）をご覧ください。

■利用交通機関
［住吉寮・住吉国際学生宿舎］
・阪神電車「御影」駅から市バス⑲系統「鴨子ヶ原行」乗車、「赤塚山」下車
 （所要時間：約15分）
・阪急電鉄「御影」駅から市バス⑲系統「鴨子ヶ原行」乗車、「赤塚山」下車
 （所要時間：約７分）

［白鴎寮］
・ＪＲ「摂津本山」駅、「甲南山手」駅下車、徒歩15分
・阪神電車「深江」駅下車、徒歩８分
［国維寮］
・阪急電鉄「六甲」駅から市バス②系統「三宮行」乗車、「五毛天神」下車、

徒歩５分

救急処置と健康相談（保健管理センター）

保健管理センターにおいて、学内で発生した急な病気や事故などに対する救
急処置を受けたり、心身の不調に関するあらゆる相談（「からだの健康相談」と

「こころの健康相談」）をすることができます。また、学内には緊急用電話も設置
され、ワンプッシュで保健管理センターや消防救急隊（119番）、担当事務室、
守衛室へ連絡できます。

ハラスメント相談窓口

セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、その他の嫌がらせによる人
権侵害を防ぐための窓口で、「学生なんでも相談」、保健管理センター「こころの
健康相談」の他、各学部などに「ハラスメント相談窓口」が設けられています。

保健管理センター（六甲台）の他、深江キャンパスには深江分室、楠キャンパス
には楠分室、名谷キャンパスには名谷地区保健管理室があります。

病気は早期発見、早期治療が一番
です。「からだの健康相談」では、あら
ゆる身体の不調に関する相談を受
け付けています。

授業料免除及び徴収猶予

授業料は、前期分は当年4月に、後期分は当年10月に納付しなければなりま
せんが、授業料の納付が困難な学生に対して、次のいずれかに該当する場
合は、前期または後期毎の申請に基づき選考の上、授業料の全額又は一部
が免除される制度があります。

学部入学生
（１）「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく、「高等教育の修

学支援新制度」の対象者で、家計基準などの条件を満たす場合
（注） 在学生の一部の者については、（1）以外に別途経過措置として、大学

院生に準じて実施

大学院入学生
（１）経済的な理由によって納付が困難であり、かつ学業が優秀と認められる場合 
（２）各期ごとの授業料の納期前6月以内（新入学者が入学した日に属する

期分の授業料の免除に係る場合は、入学前1年以内）に学資負担者が
死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 

（注） 免除の対象とならない者 
　 ・特別な理由も無く留年している者 
　　・特別な理由も無く最短修業年限を超えた者
　　・すでに授業料を納付している者

■こころの健康相談

カウンセラーと精神神経科医があら
ゆる心の悩みや心配ごとなどの相
談に応じています。手紙や電話で相
談することもできます。

■神戸大学 学生寮一覧

寮　名 所在地 居　室 在寮期間定　員

住吉寮（男子）
神戸市東灘区住吉山手7-3-1
TEL:078-851-4075

１人部屋（個室） 最短修業年限194人

住吉国際学生宿舎
（男子・女子） １人部屋（個室） ２年男子 78人

女子 58人

白鴎寮（男子・女子） 神戸市東灘区本山南町1-4-50
TEL:078-431-6231 １ユニット４個室男子 192人

女子 24人

国維寮（男子・女子） 神戸市灘区高尾通3-2-33
TEL:078-803-2710 １人部屋（個室） 最短修業年限134人

女子寮　 保安上の理由により住所は掲載しておりません １人部屋（個室）78人

学生支援体制
Student Support

なお、入学時及び在学時に学生納付金の改定が行われた場合は、改定時から
新たな納付金額が適用されます。

■授業料等
入学料  282,000円

授業料
 （前期）267,900円 

年額 535,800円（後期）267,900円

1年次納入額  合計 817,800円

※最短修業年限とは、学部生であれば入学から4年間（3年次編入学は入学から2年間）などを示します。

修学に関する特別な配慮の相談（キャンパスライフ支援センター）

障害があるなどの理由により、日常の勉学や学生生活になんらかの困難や
不安を抱えている場合の相談や調整を行っています。
専門家が相談にのり、講義に対する配慮や履修登録の支援、試験時の配
慮等、学部・研究科と協同して必要に応じたサポートを検討します。
サポート決定まで1ヶ月程かかりますので、早めにご相談ください。

■独立行政法人日本学生支援機構
人材の育成と教育の機会均等の趣旨に従って、人物・学業ともに優れた者
であって、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を給付又は貸
与することにより、修学の援助を行っています。本学では、経済状況、学業お
よび人物を総合して選考の上、日本学生支援機構に推薦しています。

詳細は下記ホームページまたはQRコードからご確認ください。
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/
 scholarship/index.html

■民間奨学団体・地方公共団体
民間奨学団体や地方公共団体の奨学金（給付又は貸与）は、各団体から募
集案内が送付されてきたものについて、その都度、学生支援課及び各学部・
研究科における掲示等、並びに神戸大学ホームページ「教育・学生生活」

（奨学金制度）への掲載によりお知らせしています。

詳細は下記ホームページまたはQRコードからご確認ください。
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/
 scholarship/others.html

■神戸大学独自の奨学金制度
神戸大学独自の奨学金制度として、４月入学の学部１年次生を対象とする

「神戸大学基金奨学金」及び全学生を対象とする「神戸大学基金緊急奨
学金」があります。応募要項等は神戸大学ホームページ「教育・学生生活」

（奨学金制度）に掲載しています。

詳細は下記ホームページまたはQRコードからご確認ください。
https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/
 scholarship/kobe-u.html
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入るまでに考えていた寮のメリットは３つでした
①家賃が安い
②備え付けの家具がありベッドや机などは運び入れなくていい
③住宅地にあるので静か　
でも、それに加えて実際住んでみてとてもよかったことは、
・隣人の生活音がきこえることはありますが、騒音で悩むことはな

い上、日当たりもよく居心地が良い
・共用の部分ばかりというわけで

はなく、案外自由に過ごせる
・寮母さんがとても親切で、寮友
もできる

・寮の行事に参加して寮友を作
るも良し、マンション感覚で住
むも良し、それぞれ自分に合っ
た住み方ができる

快適な寮生活 （女子寮　Iさん）

キャンパスライフを豊かなものにするには、ふだん
の生活が充実していなくてはなりません。勉学
やサークル活動により専念できるように、神戸
大学では、福利厚生施設として、コンビニエンス
ストアや生活協同組合による食堂・売店、サービ
スセンターなど毎日の学生生活をサポートする
さまざまな施設が充実しています。各キャンパス
に設置された食堂は、いろいろなメニューをリーズ
ナブルな価格で提供。栄養バランスも配慮した
メニューも揃えているので、一人暮らしの学生も
安 心して利 用できます。また、日々の暮らしや
授業等で必要なものを取り揃えることはもちろん、
各種講座の受付なども学内で行えるなど、キャン
パスライフにおけるあらゆる面でのバックアップ
体制が整っているので、学生一人ひとりが自分
らしい毎日を実現することができます。

毎日のキャンパスライフを
あらゆる面でサポートする
施設が充実しています

おにぎり・パン・弁当などのデイリー商品、菓子・
カップラーメンなどの加工食品、日用品などの
非食品等を店頭に品揃えしています。

■コンビニ
六 甲 台キャンパスにあるレストラン 形 式 の
食 堂。パーティーや打合せなど、さまざまな用途
での利用ができます。

■レストランさくら

文具、菓子・食品、書籍・雑誌を取扱っています。
また、各種チケットの販売や宅配便・自動車教
習所の受付も行っています（一部店舗を除く）。

■購買・書籍
各種交通券（JR・航空など）、宿泊券など旅行
全般、各種チケットを取扱っています。 自動車
学校、レンタカー、海外旅行、留学に関する相
談も受け付けます。大学周辺での住まいの紹
介も行っています。

■サービスセンター

鶴甲第1キャンパスにある購買では、パソコンな
どの事 務 機 器 、家 電のほか、文 具 、コンビニ
商品も取り扱っています。

■パソコン・事務機器販売
神戸大学内で最大の書籍店。専門書・洋書・雑
誌など幅広く取り扱っており、各種資格学校や検
定試験の申込受付も行っています。

■書籍／書籍外商部

ケガや病気になったときなどの、学生総合共済・
学生賠償責任保険の給付申請や、実習・イン
ターンシップのための加入確認書交付、住所変更
などの各種手続、卒業時の出資金返還などを、受
け付けています。

■サポートデスク
論 文の印 刷や製 本をはじめ、名 刺の作 成や
チラシ、ポスターの 印 刷まで幅 広く対 応 。便
利に活用できます。

■プリントショップ

LANS BOX食堂2Fコーナー。留学生の食事
に、より対応したメニュー（ハラル・ベジタリア
ン・グルテンフリー等）を提供しています。

■LANS HALAL Vege Dining

カフェテリア形式の食堂（鶴甲第2キャンパスの施
設の食堂／バイキング形式を除く）。栄養バランス
を考えた、安くて美味しいメニューが揃っています。

■食堂

学生支援体制
Student Support

洗濯場は共用で、洗濯カードがあれば好きなときに洗濯機と乾
燥機を使用できるところは、お気に入りです。
乾燥機があり外に干さなくてもいいので、夜でも洗濯ができます。
また寮ではごはんは出てきませんが、備え付けでミニキッチンがあ
るので自炊ができます。お風呂はユニットバスで、各部屋について
います。

寮生活レポート

「国際」と名がつく通り、外国人留学生も入寮しているので、寮内
のイベントなどで国際的な交流もあり、毎日楽しく過ごしています。
各階に大きなキッチンやテレビのある談話室があります。
寮生で集まって料理をしたり団らんしたりすることも日常。寮生の
たまり場です。
ゆっくりとくつろげる大きな浴槽があります。共用ですが、大きなお
風呂につかれるのは寮ならではの特権だと思います。

留学生活のような毎日 （住吉国際学生寮　Mさん）

玄関には様々な掲示やポ
スターが並びます。
ここで寮でのイベントの情
報を得たり、寮生全体への
注意事項などを確認します。
ちなみに、玄関の少し奥に
はアイスクリームの自販機
があり、夏には重宝します。

談話室 お風呂場

居室

学生寮QRコード

寮ごとの詳しい住所（女子寮は非

公開）や、間取りなどは神戸大学

受験生ナビHP→学生寮
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③住宅地にあるので静か　
でも、それに加えて実際住んでみてとてもよかったことは、
・隣人の生活音がきこえることはありますが、騒音で悩むことはな

い上、日当たりもよく居心地が良い
・共用の部分ばかりというわけで

はなく、案外自由に過ごせる
・寮母さんがとても親切で、寮友
もできる

・寮の行事に参加して寮友を作
るも良し、マンション感覚で住
むも良し、それぞれ自分に合っ
た住み方ができる

快適な寮生活 （女子寮　Iさん）

キャンパスライフを豊かなものにするには、ふだん
の生活が充実していなくてはなりません。勉学
やサークル活動により専念できるように、神戸
大学では、福利厚生施設として、コンビニエンス
ストアや生活協同組合による食堂・売店、サービ
スセンターなど毎日の学生生活をサポートする
さまざまな施設が充実しています。各キャンパス
に設置された食堂は、いろいろなメニューをリーズ
ナブルな価格で提供。栄養バランスも配慮した
メニューも揃えているので、一人暮らしの学生も
安 心して利 用できます。また、日々の暮らしや
授業等で必要なものを取り揃えることはもちろん、
各種講座の受付なども学内で行えるなど、キャン
パスライフにおけるあらゆる面でのバックアップ
体制が整っているので、学生一人ひとりが自分
らしい毎日を実現することができます。

毎日のキャンパスライフを
あらゆる面でサポートする
施設が充実しています

おにぎり・パン・弁当などのデイリー商品、菓子・
カップラーメンなどの加工食品、日用品などの
非食品等を店頭に品揃えしています。

■コンビニ
六 甲 台キャンパスにあるレストラン 形 式 の
食 堂。パーティーや打合せなど、さまざまな用途
での利用ができます。

■レストランさくら

文具、菓子・食品、書籍・雑誌を取扱っています。
また、各種チケットの販売や宅配便・自動車教
習所の受付も行っています（一部店舗を除く）。

■購買・書籍
各種交通券（JR・航空など）、宿泊券など旅行
全般、各種チケットを取扱っています。 自動車
学校、レンタカー、海外旅行、留学に関する相
談も受け付けます。大学周辺での住まいの紹
介も行っています。

■サービスセンター

鶴甲第1キャンパスにある購買では、パソコンな
どの事 務 機 器 、家 電のほか、文 具 、コンビニ
商品も取り扱っています。

■パソコン・事務機器販売
神戸大学内で最大の書籍店。専門書・洋書・雑
誌など幅広く取り扱っており、各種資格学校や検
定試験の申込受付も行っています。

■書籍／書籍外商部

ケガや病気になったときなどの、学生総合共済・
学生賠償責任保険の給付申請や、実習・イン
ターンシップのための加入確認書交付、住所変更
などの各種手続、卒業時の出資金返還などを、受
け付けています。

■サポートデスク
論 文の印 刷や製 本をはじめ、名 刺の作 成や
チラシ、ポスターの 印 刷まで幅 広く対 応 。便
利に活用できます。

■プリントショップ

LANS BOX食堂2Fコーナー。留学生の食事
に、より対応したメニュー（ハラル・ベジタリア
ン・グルテンフリー等）を提供しています。

■LANS HALAL Vege Dining

カフェテリア形式の食堂（鶴甲第2キャンパスの施
設の食堂／バイキング形式を除く）。栄養バランス
を考えた、安くて美味しいメニューが揃っています。

■食堂

学生支援体制
Student Support

洗濯場は共用で、洗濯カードがあれば好きなときに洗濯機と乾
燥機を使用できるところは、お気に入りです。
乾燥機があり外に干さなくてもいいので、夜でも洗濯ができます。
また寮ではごはんは出てきませんが、備え付けでミニキッチンがあ
るので自炊ができます。お風呂はユニットバスで、各部屋について
います。

寮生活レポート

「国際」と名がつく通り、外国人留学生も入寮しているので、寮内
のイベントなどで国際的な交流もあり、毎日楽しく過ごしています。
各階に大きなキッチンやテレビのある談話室があります。
寮生で集まって料理をしたり団らんしたりすることも日常。寮生の
たまり場です。
ゆっくりとくつろげる大きな浴槽があります。共用ですが、大きなお
風呂につかれるのは寮ならではの特権だと思います。

留学生活のような毎日 （住吉国際学生寮　Mさん）

玄関には様々な掲示やポ
スターが並びます。
ここで寮でのイベントの情
報を得たり、寮生全体への
注意事項などを確認します。
ちなみに、玄関の少し奥に
はアイスクリームの自販機
があり、夏には重宝します。

談話室 お風呂場

居室

学生寮QRコード

寮ごとの詳しい住所（女子寮は非
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●神戸大学創立記念日

Apri l

　

●第2クォーター定期試験
●夏季休業開始
●オープンキャンパス
●西日本医科学生 総合体育大会
●近畿地区国立大学 体育大会

●ボランティア
　講座
●夏季休業
　終了

●第4クォーター授業開始
●三商ゼミ（三大学学生研究討論会）
●冬季休業開始

●冬季休業終了

May

June

July

August

September

October

November

December

January

February

March

●イベントスケジュール

●六甲祭（全学）
●大倉山祭（医・医科）
●第3クォーター定期試験

●第3クォーター授業開始
●名谷祭（医・保健）
●学内ボートレース大会（漕艇部）

●第4クォーター定期試験

●神京戦（硬式野球部） ●学位記
　授与式

●学生表彰

●入学式・新入生
　オリエンテーション
●新入生歓迎祭
●健康診断
●第1クォーター授業開始

●第1クォーター定期試験
●第2クォーター授業開始
●三商大体育大会
　～神戸大学・一橋大学・
　大阪市立大学の体育大会～

医学部保健学科の学園祭。各専攻の模擬店
や体験コーナーのある学科紹介、市民講座、
学生によるダンスパフォーマンスやバンド演奏
に加え、近年は芸人ライブも企画され、大きな
盛り上がりを見せています。

●名谷祭（10月）

本学では、オープンキャンパスを学部ごとで実施し
ています。施設案内はもちろん、各学部の特色が
わかる模擬授業、学食体験、相談会などさまざ
まな企画が用意され、毎年数多くの学生や家族
の方がキャンパスに訪れます。

●オープンキャンパス（8月）

医学部医学科の大 学 祭 。シンポジウム・園 遊 会・スポーツ大会・コンサー
ト等が企画され、医学部学生間の親睦を深めるイベントとなります。

●大倉山祭（11月）

入学式と同様に神戸ポートアイランドで開催され
る学位記授与式（卒業式）。学長の式辞、卒業
生による答辞、神戸大学交響楽団による演奏な
ど、社会へと巣立っていく多くの卒業生のために
盛大に執り行われます。

●学位記授与式（3月）

全学部的な大学祭として例年11月に開催され、六甲祭実行
委員会が中心となってさまざまな企画が催されます。学生の
学術・文化活動の発表の場として、また、教育・スポーツ活
動の相互交流の場として意義のあるものとなっています。

●六甲祭（11月）

入学式は大学構内ではなく、ポートアイ
ランドにあるワールド記念ホールで毎
年行われます。初めてのスーツを身にま
とって出席し、最初は緊張感や不安が
少しありましたが、式中の講演などを通
じて大学生活を頑張ろうと思えました。

毎 年 恒 例の六甲祭ではたくさんの
サークルが模擬店を出します。六甲
台キャンパスが盛り上がる最高の2
日間！ライブやイベントも盛りだくさん
です。著名人の講演やミスコンテス
トの結果発表も必見です！?

工学部 4年

山本 直輝さん

国際人間科学部 4年

味方 和さん

キャンパスカレンダー
Campus Calendar

神戸大学の特色を活かしたイベントが充実
一つひとつの出来事が、大切な思い出になる

本学の入学式は、神戸市中央区の
神戸ポートアイランドで開 催されま
す。式 後には、オリエンテーション、
午後からは各学部に分かれてガイ
ダンスが行われます。

●入学式（4月）

神大のオープンキャンパスでは、学部学科別
に説明会をしてくれるため、授業の感じなどを
イメージできます。ここに行っておけば入試当
日に神大の標高に驚かないのでオススメ！
実際にキャンパスを見るとやる気も出るので、
受験勉強が煮詰まりがちな夏休みにぜひ。

法学部 4年

山本 侑さん

チャンネル登録
お願いします

広報課よりお知らせ　人気動画 ベスト３
1

上空から見る神戸大学
2

神戸大学の学生寮

3
神戸大学合格発表2019

-その道の先に-

六甲祭動画

卒業式動画

入学式動画

オープンキャンパス
動画
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●クラブ

児童文化研究会
演劇研究会
男声合唱団グリークラブ
混声合唱団エルデ
混声合唱団アポロン
マンドリンクラブ
写真部
能楽部
E.S.S.

I.S.A.
ユースホステルクラブ
将棋部
茶華道部
文芸研究会
軽音楽部
探検部
天文研究会
クラシックギター部
邦楽部
児童文学研究会

競技ダンス部
考古学研究会
自由劇場
交響楽団
映画研究部
漫画研究会
ニュースネット委員会
落語研究会
凌美会
ガーデニングクラブ
ブルーグラスサークル
競技かるた会

学生フォーミュラチーム
新聞会
放送委員会
六甲祭実行委員会

陸上競技部
水泳部
硬式野球部
準硬式野球部

硬式庭球部
ソフトテニス部
男子バスケットボール部
女子バスケットボール部
ハンドボール部
ラグビー部
サッカー部
ホッケー部
男子バレーボール部
女子バレーボール部
卓球部

バドミントン部
剣道部
弓道部
洋弓部
柔道部
空手道部
馬術部
山岳部
ワンダーフォーゲル部
スケート部
漕艇部

ヨット部
自動車部
日本拳法部
少林寺拳法部
スキー部
合気道部
航空部
ゴルフ部
フェンシング部
体操部
アメリカンフットボール部

サイクリング部
ソフトボール部
カヌー部
ウインドサーフィン部
アイスホッケー部
男子ラクロス部
女子ラクロス部
極真空手部
フットサル部
居合道部
男子端艇部

女子端艇部
スノーボード部
オフショア セーリング部
女子タッチフットボール部
軟式野球部

応援団
吹奏楽部

国際問題研究会
経営学研究会
法律相談部
アイセック

書道研究会
コンピュータ部
総合ボランティアセンター
Truss（トラス）
就職活動支援組織job -navi
学生震災救援隊

文化総部

体育会

応援団総部

学生学会

日本一奪還に向けて　●女子タッチフットボール部Rooks

放送委員会は、アナウンスや朗読などの表現力
を鍛えたり、ラジオ番組を制作したりする「アナウ
ンス部」、ドラマやバラエティ番組、アニメーション
などなんでも作る「制作部」、年に3回、個性豊か
な誌面盛りだくさんで発行する「フリーペーパー
部」に分かれて活動しています。そして一番の
強みはこれらの部を掛け持ちできること。表現の
幅をグッと広げることができます。
また、11月の六甲祭では「King of Stage」とい
う舞台を運営し、カラオケバトルや化学実験な
ど、様々な企画でグラウンドを盛り上げます。恒
例となっている、フリーペーパーを用いたビンゴ
企画「Press de BINGO!」は毎年大盛況です！
発声・デザイン・企画力など、知らないうちに実
践スキルが身につくかも！

好きなこと、好きなだけ。 応援で大学の一体感を創出

クラブ
Club

●放送委員会
応援団総部は応援団と吹奏楽部の二部で構成され
ています。
応援団は「神大生の意気高揚」を目標に頑張ってい
ます。野球部やアメフト部など体育会クラブの試合の
応援と観客の統率のほか、文化系のクラブも応援し、

「全ての神大生」を応援しています。また六甲祭などで
は、応援団が主役のパフォーマンスも行っています。も
ちろん応援する際の全力応援は基本ですが、時に
ユーモアも交え、神大全体の一体感を創り出します。
吹奏楽部は、年二回の演奏会をメインに活動していま
す。また、応援団総部として体育会クラブの応援にも
行きます。演奏会では観客に感動を与え、試合応援
では演奏で勇気付けることができます。年二回の合宿
も行い、部員同士の仲も深め、一体感のある演奏を目
指します。

●応援団総部

文化系から体育会系まで、
さまざまな個性が躍動する活気あふれるクラブ活動

三部とも初心者と経験者でフォローしあっているの
で、興味さえあれば大歓迎。録音室や編集ソフトな
ど、制作環境も整っているので手ぶらで部室に来
れば何かしら作れちゃうのも魅力のひとつ。また、ア
ナウンス部と制作部は「NHK全国大学放送コン
テスト」に作品を応募していて、優秀な成績を収め
た先輩もいます。どれかの部が気になったら学生会
館503号室の扉をノックしてみてくださいね！

練習は週3、4回で、勉強やアルバイトと
両立も可能です。部員は31人で、とても
アットホームな雰囲気です。また部員同
士仲が良く、オフの日は回生関係なく遊
びに行っています。メリハリがあり、とても
個性豊かで面白い仲間が待っています！
ぜひ、一度見学に来てください！一緒に日
本一目指しましょう！

練習日程などは部員同士で話し合って
決めるため、各自の生活スタイルに合わ
せて活動することができます。部員数が
100人を超える、神戸大学の中でも指
折りの大規模な部活で様々な人との交
流を通して新しいことにチャレンジしてみ
ませんか。

両部活に共通する魅力は「人との繋がり」です。応援団
は神大の中心に立ち活動しているため、学内外に多くの
深い交流があり、一生の絆が作れます。また、吹奏楽部
は80名を超える様々なバックグラウンドを持つ人たちが
集まり、切磋琢磨しつつも、のびのびと活動しています。
応援団に入り、全力応援するも良し、吹奏楽部に入り優
雅な演奏をするも良し。ぜひ、応援団総部に入って一緒
に神大を盛り上げましょう！

タッチフットボールは、アメリカンフットボールからタックルなどの危険な要素を取り除いた、女子でも安全
に楽しめるスポーツです。体力・技術だけでなく頭脳でも勝つことができるのがタッチフットボールならで
はの魅力です！部員全員、大学からタッチフットボールをはじめましたが、さまざまなポジションで個性を
生かし、活躍しています！また選手を支えるスタッフも輝いています！

私たちは、1月に東京ドームで
行われるSAKURAボウルで優
勝し、日本一になるという目標に
向かって日々練習しています。
昨 年 度 、この大 会に出場でき
ず、日本一を逃しました。今年
は再び王座を奪還できるように
頑張っています！
大学で新しくスポーツを始めた
い人、日本一を目指したい人、
私たちと一緒にタッチフットボー
ルをはじめませんか？

海や風を感じながら世界に挑む！　●オフショアセーリング部
オフショアセーリングとは、帆を張り風の力で進むクルーザーヨット競技です。主に4～6人で全長7メー
トル程あるクルーザーヨットを操り、いかにはやく走らせるか競います。1年を通して数々の大会に出て
おり、学生の全国大会では昨年優勝し、過去5年間で4度優勝しています。また、昨年はフランスやロ

シア、中国での世界大会に出
場、今年はイギリス大会への出
場権を獲得するなど国内だけ
でなく世 界でも活 躍していま
す。
部員のほぼ全員が未経験者で
大学からヨットに乗り始めた人
が大半であり、また、男女混合
で行う競技であるため部内で
も多くの女子部員が活躍して
います。
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は80名を超える様々なバックグラウンドを持つ人たちが
集まり、切磋琢磨しつつも、のびのびと活動しています。
応援団に入り、全力応援するも良し、吹奏楽部に入り優
雅な演奏をするも良し。ぜひ、応援団総部に入って一緒
に神大を盛り上げましょう！

タッチフットボールは、アメリカンフットボールからタックルなどの危険な要素を取り除いた、女子でも安全
に楽しめるスポーツです。体力・技術だけでなく頭脳でも勝つことができるのがタッチフットボールならで
はの魅力です！部員全員、大学からタッチフットボールをはじめましたが、さまざまなポジションで個性を
生かし、活躍しています！また選手を支えるスタッフも輝いています！

私たちは、1月に東京ドームで
行われるSAKURAボウルで優
勝し、日本一になるという目標に
向かって日々練習しています。
昨 年 度 、この大 会に出場でき
ず、日本一を逃しました。今年
は再び王座を奪還できるように
頑張っています！
大学で新しくスポーツを始めた
い人、日本一を目指したい人、
私たちと一緒にタッチフットボー
ルをはじめませんか？

海や風を感じながら世界に挑む！　●オフショアセーリング部
オフショアセーリングとは、帆を張り風の力で進むクルーザーヨット競技です。主に4～6人で全長7メー
トル程あるクルーザーヨットを操り、いかにはやく走らせるか競います。1年を通して数々の大会に出て
おり、学生の全国大会では昨年優勝し、過去5年間で4度優勝しています。また、昨年はフランスやロ

シア、中国での世界大会に出
場、今年はイギリス大会への出
場権を獲得するなど国内だけ
でなく世 界でも活 躍していま
す。
部員のほぼ全員が未経験者で
大学からヨットに乗り始めた人
が大半であり、また、男女混合
で行う競技であるため部内で
も多くの女子部員が活躍して
います。
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キャンパスロケーション
Campus Location

メリケンパークの西に位置し、神戸ポートタワー
や神 戸 海 洋 博 物 館といった神 戸を代 表する
建築物群を一望できるハーバーランド。JR神戸駅
と地下で連絡され、神戸モザイクなど主要商業
施設がオープンするなど、若者の人気スポットに
なっています。

❻ハーバーランド

六甲山系山麓の高台と自然林を利用した都市
公園。神戸の中心市街地から近く、市街地を
見渡せるスポットとして市民の憩いの場になって
います。また、諏訪山頂近くには、ビーナスブリッジ
やレストラン・展 望 広 場・駐 車 場などがあり、
ドライブポイントとしても人気があります。

❶諏訪山公園

さまざまなデザインの木枠に色とりどりの電球を
取り付けたものを通りや公園に設置し、美しい
輝きが印象的な光のイベント。冬のデートスポット
としても有名です。阪神淡路大震災が起こった
1995年12月にはじめて開催され、神戸の街に
勇気と感動を与えました。

❹ルミナリエ
兵庫開港により日本の支配が及ばない外国人
のための 区 域として設けられた旧 居 留 地 。
1899年の返還後も神戸を代表する街として発展を
続け、世界の文化を受け入れる窓口としてさま
ざまな影響を与えました。現在も大正から昭和
初 期にかけてのレトロな近 代 洋 風 建 築 物が
数多く残されています。

❺旧居留地
日本三大中華街のひとつ南京町。観光客にも
人気が高く、特に春節祭や中秋節には多くの
人が訪れます。気ままに商店街を散歩したり、
屋台の料理を食べながら中国雑貨を見て回るの
がおすすめ。中華料理は日本人向けの味付け、
安くて美味しいのが特徴です。

❸南京町

❾県立美術館
建 築 家・安 藤 忠 雄により前 面の海に接する
なぎさ公園と一体化して設計。館内は通路が
巡らされ、建物そのものを鑑賞の対象とするよう
な空間で構成されています。ロダン、ドガ、ゴー
ギャン、岸田劉生、安井曽太郎など国内外の
芸術家の作品を約9,000点以上所蔵してい
ます。

❽三宮
神戸市随一の繁華街。JR・阪神・阪急・市営
地下鉄・ポートライナーなど複数の鉄道路線が
集中する三宮には、官公庁やたくさんの商業
施設が建ち並び、ビジネスやショッピング、カル
チャーの発信地として知られ、神戸のアクセス
の中心となっています。

関西三大動物園のひとつ。ジャイアントパンダ
（2020年7月返還予定）、コアラ、アムールト
ラ、ユキヒョウなどの希少動物をはじめ約 1 3 0
種、800点の動物たちが飼育展示されていま
す。園内には動物科学資料館や遊園地が設置
されるほか、実物の蒸気機関車D51が展示保
存されています。

神戸市立王子動物園

1868年の兵庫開港に伴い、現在の神戸市役所
の西側一帯に外国人のための居留地が設けら
れたことによってできた北野異人館街。現在は

「風見鶏の館」「萌黄の館」をはじめ、「伝統的
建造物」に指定された洋風建築が33棟あり、
公開異人館として一般公開されているものも
あります。

❷北野異人館

神戸を代表するデートスポットとして有名なメリ
ケンパーク。対岸に見るモザイクガーデンを中心
としたエリアのライトアップ 夜 景が 幻 想 的な
雰囲気を醸し出します。神戸ポートタワーや震災メモ
リアルパーク、神戸海洋博物館などのんびり散
歩するのに最適な場所です。

❼メリケンパーク

異国の歴史と文化に彩られた港町・神戸
この魅力的な環境で
充実のキャンパスライフがはじまります

神戸は落ち着いた雰囲気で、おしゃれ
な店や綺麗な街並みがたくさん！大学が
ある六甲からは、電車ですぐに三ノ宮や
梅田に遊びに行けちゃいます。大学から
はいつでも綺麗な夜景を見ることが出
来ますよ！

大学の最寄駅周辺はスーパーや飲食
店などが充実しているので、大学から一
人暮らしを始める人も安心です！カフェや
パン屋さんもたくさんあるので友達とい
ろんなお店を巡るのも楽しいですよ！

理学部 ２年

前河 千裕さん

理学部 3年

酒井 麻衣さん

神戸大学

❻ハーバーランド

❼メリケンパーク

❷北野異人館

❸南京町

❶諏訪山公園

王子動物園

❽三宮

❹ルミナリエ

❺旧居留地

❾県立美術館
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Campus Location

メリケンパークの西に位置し、神戸ポートタワー
や神 戸 海 洋 博 物 館といった神 戸を代 表する
建築物群を一望できるハーバーランド。JR神戸駅
と地下で連絡され、神戸モザイクなど主要商業
施設がオープンするなど、若者の人気スポットに
なっています。

❻ハーバーランド

六甲山系山麓の高台と自然林を利用した都市
公園。神戸の中心市街地から近く、市街地を
見渡せるスポットとして市民の憩いの場になって
います。また、諏訪山頂近くには、ビーナスブリッジ
やレストラン・展 望 広 場・駐 車 場などがあり、
ドライブポイントとしても人気があります。

❶諏訪山公園

さまざまなデザインの木枠に色とりどりの電球を
取り付けたものを通りや公園に設置し、美しい
輝きが印象的な光のイベント。冬のデートスポット
としても有名です。阪神淡路大震災が起こった
1995年12月にはじめて開催され、神戸の街に
勇気と感動を与えました。

❹ルミナリエ
兵庫開港により日本の支配が及ばない外国人
のための 区 域として設けられた旧 居 留 地 。
1899年の返還後も神戸を代表する街として発展を
続け、世界の文化を受け入れる窓口としてさま
ざまな影響を与えました。現在も大正から昭和
初 期にかけてのレトロな近 代 洋 風 建 築 物が
数多く残されています。

❺旧居留地
日本三大中華街のひとつ南京町。観光客にも
人気が高く、特に春節祭や中秋節には多くの
人が訪れます。気ままに商店街を散歩したり、
屋台の料理を食べながら中国雑貨を見て回るの
がおすすめ。中華料理は日本人向けの味付け、
安くて美味しいのが特徴です。

❸南京町

❾県立美術館
建 築 家・安 藤 忠 雄により前 面の海に接する
なぎさ公園と一体化して設計。館内は通路が
巡らされ、建物そのものを鑑賞の対象とするよう
な空間で構成されています。ロダン、ドガ、ゴー
ギャン、岸田劉生、安井曽太郎など国内外の
芸術家の作品を約9,000点以上所蔵してい
ます。

❽三宮
神戸市随一の繁華街。JR・阪神・阪急・市営
地下鉄・ポートライナーなど複数の鉄道路線が
集中する三宮には、官公庁やたくさんの商業
施設が建ち並び、ビジネスやショッピング、カル
チャーの発信地として知られ、神戸のアクセス
の中心となっています。

関西三大動物園のひとつ。ジャイアントパンダ
（2020年7月返還予定）、コアラ、アムールト
ラ、ユキヒョウなどの希少動物をはじめ約 1 3 0
種、800点の動物たちが飼育展示されていま
す。園内には動物科学資料館や遊園地が設置
されるほか、実物の蒸気機関車D51が展示保
存されています。

神戸市立王子動物園

1868年の兵庫開港に伴い、現在の神戸市役所
の西側一帯に外国人のための居留地が設けら
れたことによってできた北野異人館街。現在は

「風見鶏の館」「萌黄の館」をはじめ、「伝統的
建造物」に指定された洋風建築が33棟あり、
公開異人館として一般公開されているものも
あります。

❷北野異人館

神戸を代表するデートスポットとして有名なメリ
ケンパーク。対岸に見るモザイクガーデンを中心
としたエリアのライトアップ 夜 景が 幻 想 的な
雰囲気を醸し出します。神戸ポートタワーや震災メモ
リアルパーク、神戸海洋博物館などのんびり散
歩するのに最適な場所です。
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異国の歴史と文化に彩られた港町・神戸
この魅力的な環境で
充実のキャンパスライフがはじまります

神戸は落ち着いた雰囲気で、おしゃれ
な店や綺麗な街並みがたくさん！大学が
ある六甲からは、電車ですぐに三ノ宮や
梅田に遊びに行けちゃいます。大学から
はいつでも綺麗な夜景を見ることが出
来ますよ！

大学の最寄駅周辺はスーパーや飲食
店などが充実しているので、大学から一
人暮らしを始める人も安心です！カフェや
パン屋さんもたくさんあるので友達とい
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入試データ
■令和2年度 一般入試

前期日程 後期日程

学部・学科等 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加
合格者数 入学者数 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加

合格者数 入学者数

文学部 77 229 222 86 0 86 20 218 78 25 0 23

国
際
人
間
科
学
部

グローバル文化学科 95 216 210 96 0 95 35 349 141 38 0 35

発達コミュニティ学科 54 201 187 58 0 57 10 128 57 11 0 11

環境共生学科
文科系受験 23 48 46 24 0 24 8 80 32 8 0 7

理科系受験 30 85 84 39 0 39 9 76 38 9 0 7

子ども教育学科 39 96 94 41 0 41 11 56 21 11 0 9

法学部  117 337 330 120 0 117 60 411 145 70 0 65

経
済
学
部

数学選抜 30 46 44 32 0 29 – – – – – –

英数選抜 30 37 33 32 0 30 – – – – – –

総合選抜 160 602 560 169 0 164 – – – – – –

経営学部 220 865 804 230 1 218 – – – – – –

理
学
部

数学科 21 75 70 23 0 23 7 84 38 8 0 7

物理学科 25 52 51 26 0 26 10 85 34 13 0 10

化学科 24 44 44 25 0 25 6 63 24 8 0 6

生物学科 18 65 61 22 0 22 4 42 22 4 0 3

惑星学科 25 84 81 27 0 27 8 65 35 9 0 8

医
学
部

医学科 92 250 219 92 0 92 – – – – – –

保健学科

看護学専攻 70 154 146 78 0 73 8 76 22 10 0 5

検査技術科学専攻 28 69 65 30 0 30 10 93 24 12 0 9

理学療法学専攻 15 36 34 16 0 16 3 40 18 3 0 3

作業療法学専攻 15 47 47 19 0 14 3 24 14 6 0 5

工
学
部

建築学科 75 213 209 76 0 75 16 153 57 21 0 20

市民工学科 46 147 144 50 0 50 15 136 61 16 1 14

電気電子工学科 73 316 309 77 0 77 18 202 63 21 0 19

機械工学科 88 199 193 92 0 92 13 242 96 17 1 12

応用化学科 78 176 174 79 0 77 26 212 61 35 1 29

情報知能工学科 85 215 208 90 0 90 20 245 93 21 3 13

農
学
部

食料環境システ
ム学科

生産環境工学コース 20 28 27 22 0 21 5 41 20 7 0 6

食料環境経済学コース 5 15 15 8 0 8 2 24 13 3 0 2

資源生命科学科
応用動物学コース 20 36 35 21 0 21 6 44 15 8 0 6

応用植物学コース 22 52 51 23 0 23 5 47 20 6 0 5

生命機能科学科
応用生命化学コース 29 113 110 31 0 31 7 133 44 8 0 8

応用機能生物学コース 21 26 26 22 0 22 8 43 26 9 0 8

海事科学部 143 395 388 170 0 165 47 334 157 55 0 37

計 1,913 5,569 5,321 2,046 1 2,000 400 3,746 1,469 472 6 392

注１：合格者数は追加合格者を含む。
注２：経済学部の志願者数、受験者数は、出願時に選択した区分での数を示す。合格者数は、当該選抜対象者全体から決定した数を示す。経済学部の一般入試については、学生募集要項を確認

してください。
注３：農学部の前期・後期入試は、第 1 ～ 6 志望までコース選択することができるため、志願者数、受験者数は第 1 志望の数を、合格者数は農学部全体の受験者から決定した数を示す。
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入試データ
■令和 2 年度 推薦入試
学部・学科等 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

国際人間科学部 グローバル文化学科 10 15 15 9 9
経済学部 50 234 234 50 50
経営学部 40 201 201 40 40
医学部 医学科 10 36 21 10 10

海事科学部
グローバル輸送科学科

3
11 11 1 1

海洋安全システム科学科 4 4 0 0
マリンエンジニアリング学科 5 5 1 1

計 113 506 491 111 111

■令和 2 年度 アドミッション・オフィス入試
学部・学科等 募集人員 志願者数 第 1 次選考

合格者数 合格者数 入学者数

国際人間科学部
発達コミュニティ学科

スポーツ科学受験 12 45 12 12 12
音楽受験 12 39 12 12 12
美術受験 8 6 5 5 5
身体表現受験 4 14 4 4 4

環境共生学科
研究実績受験 2 1 0 0 0
理数系科目受験 3 4 0 0 0

理学部
生物学科 3 7 4 0 0
惑星学科 2 3 2 2 2

医学部 医学科 10 99 20 10 10
計 56 218 59 45 45

■令和 2 年度 「志」特別入試
学部・学科等 募集人員 志願者数 第 1 次選考

合格者数 合格者数 入学者数

文学部 3 20 12 2 2
国際人間科学部 環境共生学科 5 17 12 3 3
法学部 3 25 7 3 3

医学部 保健学科

看護学専攻 2 4 4 3 3
検査技術科学専攻 2 8 6 2 2
理学療法学専攻 2 8 5 2 2
作業療法学専攻 2 5 4 2 2

工学部

建築学科 2 10 2 2 2
市民工学科 2 0 0 0 0
電気電子工学科 2 3 2 0 0
機械工学科 2 0 0 0 0
応用化学科 2 2 1 1 1
情報知能工学科 2 4 3 1 1

農学部

食料環境システム学科
生産環境工学コース 2 4 3 1 1
食料環境経済学コース 2 4 3 1 1

資源生命科学科
応用動物学コース 1 3 3 1 1
応用植物学コース 1 3 3 1 1

生命機能科学科
応用生命化学コース 1 2 0 0 0
応用機能生物学コース 3 6 6 3 3

海事科学部
グローバル輸送学科 6 10 6 1 1
海洋安全システム科学科 1 0 0 0 0

計 48 138 82 29 29

■令和 2 年度 社会人入試
学部・学科等 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

国際人間科学部
発達コミュニティ学科 若干名 3 3 2 2
環境共生学科 若干名 0 0 0 0
子ども教育学科 若干名 0 0 0 0

医学部 保健学科

看護学専攻 若干名 5 4 0 0
検査技術科学専攻 若干名 0 0 0 0
理学療法学専攻 若干名 0 0 0 0
作業療法学専攻 若干名 0 0 0 0

計 8 7 2 2
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入試データ

総数
2,604人

入学者

北海道

志願者 入学者

東北

関東

甲信越

東海

中国

四国

九州

その他

総合計

※（　）内は女子を内数で表す。

北陸

近畿

（39）

（19）

（141）

（18）

（290）

（102）

（2,323）

（207）

（133）

（156）

（44）

（3,472）

93

43

440

69

874

322

6,796

649

409

461

119

10,275

（11）

（4）

（23）

（5）

（77）

（41）

（619）

（69）

（40）

（44）

（16）

（949）

22

6

80

15

206

98

1,720

195

113

120

29

2,604

近畿
66.1%

北陸 3.1%中国
6.3%

四国
4.0%

九州
4.5%

東北 0.4%
その他 1.2%
北海道 0.9%

関東 4.3%
甲信越 0.7%

東海
8.5%

北陸 3.8%

近畿
66.1%

中国
7.5%

四国
4.3%

九州
4.6%

東北 0.2%
その他 1.1%
北海道 0.8%

関東 3.1%

甲信越 0.6%

東海
7.9%

北海道

志願者 入学者

（39）93 （11）22

北海道
93

志願者数

入学者数
22

青森県
志願者 入学者

岩手県
宮城県
秋田県
山形県

総合計
福島県

東北

43
志願者数

入学者数
6

茨城県
志願者 入学者

栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県

総合計

東京都
神奈川県

（11）
（6）
（2）

（11）
（12）
（68）
（31）

（141）

32
11
19
53
42

195
88

440

（1）
（1）
（1）
（0）
（0）

（13）
（7）

（23）

7
2
6
6
6

33
20
80

関東

440
志願者数

入学者数
80

岐阜県
志願者 入学者

静岡県
愛知県
三重県
総合計

（26）
（40）

（169）
（55）

（290）

102
122
492
158
874

（6）
（10）
（47）
（14）
（77）

27
28

117
34

206

東海

874
志願者数

入学者数
206

滋賀県
志願者 入学者

京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

総合計
和歌山県

（91）
（266）
（824）
（885）
（196）
（61）

（2,323）

305
781

2,595
2,300

669
146

6,796

（26）
（62）

（211）
（247）
（53）
（20）

（619）

83
179
643
604
165
46

1,720

近畿

6,796
志願者数

入学者数
1,720

徳島県
志願者 入学者

香川県
愛媛県
高知県
総合計

（29）
（47）
（45）
（12）

（133）

94
140
125
50

409

（9）
（14）
（13）
（4）

（40）

30
36
32
15

113

四国

409
志願者数

入学者数
113

福岡県
志願者 入学者

佐賀県
長崎県
熊本県
大分県

沖縄県
総合計

宮崎県
鹿児島県

（62）
（5）

（19）
（25）
（15）
（8）

（14）
（8）

（156）

176
22
46
65
45
27
49
31

461

（14）
（3）
（7）
（9）
（5）
（3）
（2）
（1）

（44）

44
6

13
18
15
5
8

11
120

九州

461
志願者数

入学者数
120

鳥取県
志願者 入学者

島根県
岡山県
広島県
山口県
総合計

（10）
（16）
（58）

（101）
（22）

（207）

42
51

201
272
83

649

（5）
（5）

（12）
（39）
（8）

（69）

13
19
43
91
29

195

中国

649
志願者数

入学者数
195

その他
志願者その他 入学者

（44）119 （16）29 119
志願者数

入学者数
29

富山県
志願者 入学者

石川県
福井県
総合計

（22）
（51）
（29）

（102）

64
151
107
322

（10）
（22）
（9）

（41）

19
53
26
98

北陸

322
志願者数

入学者数
98

新潟県
志願者 入学者

山梨県
長野県
総合計

（4）
（0）

（14）
（18）

25
11
33
69

（2）
（0）
（3）
（5）

8
1
6

15

甲信越

69
志願者数

入学者数
15

総数
10,275人

志願者

（0）
（1）

（12）
（1）
（4）
（1）

（19）

1
4

23
5
5
5

43

（0）
（0）
（2）
（1）
（0）
（1）
（4）

0
0
3
2
0
1
6

■令和2年度 都道府県別志願者・入学者数（全選抜）

入試データ
■令和2年度 一般入試合格者成績結果

前期日程 後期日程

学部・学科等
センター試験 総合点 センター試験 総合点

配点 平均点 平均
得点率

配点
合計 最高点 最低点 平均点 平均

得点率 配点 平均点 平均
得点率

配点
合計 最高点 最低点 平均点 平均

得点率

文学部 450 375.269 83.4% 800 664.600 562.125 588.594 73.6% 400 348.618 87.2% 800 648.500 565.400 594.266 74.3%

国
際
人
間
科
学
部

グローバル文化学科 400 333.178 83.3% 800 629.940 540.610 569.784 71.2% 400 341.551 85.4% 800 633.780 540.670 569.967 71.2%

発達コミュニティ学科 400 329.778 82.4% 800 625.675 544.100 569.964 71.2% 400 342.659 ＊ 600 512.150 485.150 494.731 ＊

環境共生学科
文科系受験 450 365.191 81.2% 900 687.166 594.500 627.321 69.7% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

理科系受験 450 363.305 80.7% 1000 800.333 609.466 652.250 65.2% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

子ども教育学科 400 324.174 81.0% 800 637.350 526.750 557.403 69.7% 400 332.127 83.0% 600 511.850 432.750 466.963 77.8%

法学部 425 356.478 83.9% 800 639.400 559.125 584.723 73.1% 450 386.414 85.9% 700 603.900 512.200 543.085 77.6%

経
済
学
部

数学選抜 400 324.680 81.2% 800 742.250 712.625 721.847 90.2% – – – – – – – –

英数選抜 400 325.632 81.4% 800 636.666 600.641 611.615 76.5% – – – – – – – –

総合選抜 400 319.994 80.0% 800 602.458 536.333 557.534 69.7% – – – – – – – –

経
営
学
部

センター優先

375 309.900 82.6%

900 807.800 762.400 777.909 86.4% – – – – – – – –

個別優先 350 270.133 223.700 236.101 67.5% – – – – – – – –

センター ･ 個別総合 725 534.483 502.016 513.322 70.8% – – – – – – – –

理
学
部

数学科 375 296.198 79.0% 800 593.425 500.675 533.111 66.6% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

物理学科 425 343.916 80.9% 850 633.350 521.575 568.570 66.9% 550 480.934 87.4% 1100 961.600 809.200 865.550 ＊

化学科 425 344.238 81.0% 850 610.150 501.225 548.758 64.6% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

生物学科 425 337.962 79.5% 850 639.550 520.850 560.598 66.0% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

惑星学科 425 338.010 79.5% 850 628.100 526.550 557.862 65.6% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

医
学
部

医学科 360 324.206 90.1% 810 740.120 616.960 649.641 80.2% – – – – – – – –

保健学科

看護学専攻 450 334.966 74.4% 800 618.166 495.033 528.022 66.0% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

検査技術科学専攻 450 349.146 77.6% 800 577.266 483.700 514.901 64.4% 400 320.058 80.0% 600 491.367 425.133 452.913 75.5%

理学療法学専攻 450 366.150 81.4% 800 630.466 520.233 563.858 70.5% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

作業療法学専攻 450 324.810 72.2% 800 573.533 478.466 508.255 63.5% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

工
学
部

建築学科 375 305.253 81.4% 800 615.775 504.300 539.779 67.5% 600 527.321 87.9% 800 726.183 601.450 644.464 80.6%

市民工学科 300 233.541 77.8% 800 607.933 461.133 497.603 62.2% 550 473.887 86.2% 800 686.100 601.883 630.137 78.8%

電気電子工学科 300 231.224 77.1% 800 571.233 475.550 507.422 63.4% 550 472.335 85.9% 800 697.033 608.250 645.986 80.7%

機械工学科 375 303.308 80.9% 800 588.450 490.200 522.786 65.3% 520 446.454 85.9% 800 685.543 620.033 639.708 80.0%

応用化学科 375 300.438 80.1% 800 618.800 495.900 528.071 66.0% 600 512.398 85.4% 800 700.300 581.233 624.207 78.0%

情報知能工学科 350 282.573 80.7% 800 582.625 483.075 519.430 64.9% 550 483.346 87.9% 800 737.953 625.293 660.727 82.6%

農
学
部

食料環境
システム学科

生産環境工学コース 400 320.511 80.1% 850 607.550 511.450 529.429 62.3% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

食料環境経済学コース ＊ ＊ ＊ 850 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

資源生命
科学科

応用動物学コース 400 324.561 81.1% 850 631.350 522.600 551.076 64.8% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

応用植物学コース 400 325.776 81.4% 850 608.200 530.950 555.263 65.3% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

生命機能
科学科

応用生命化学コース 400 328.053 82.0% 850 632.800 539.850 574.072 67.5% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

応用機能生物学コース 400 319.915 80.0% 850 581.800 519.100 533.479 62.8% ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

海事科学部 500 372.313 74.5% 1000 687.841 576.225 613.343 61.3% 600 481.042 80.2% 1000 763.583 655.808 692.174 69.2%

（注記）1　表中の「＊」の欄は、合格者数が10人以下のため公表していません。
 2　入学者選抜のための配点については、各学部・学科等のセンター試験及び個別学力検査等それぞれ異なるので、学生募集要項で確認願います。

3　経営学部（前期日程）では、まず最初に、センター試験の成績のみによる「センター優先」で募集人員の約30%を優先的に選抜し、次いで、個別学力検査の成績のみによる「個別優先」
で募集人員の、約30%を優先的に選抜した後にセンター試験と個別学力検査の成績による 「センター・個別総合」で選抜を行っています。

Kobe University64



入試データ

総数
2,604人

入学者

北海道

志願者 入学者

東北

関東

甲信越

東海

中国

四国

九州

その他

総合計

※（　）内は女子を内数で表す。
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東北 0.4%
その他 1.2%
北海道 0.9%

関東 4.3%
甲信越 0.7%

東海
8.5%

北陸 3.8%

近畿
66.1%

中国
7.5%

四国
4.3%

九州
4.6%

東北 0.2%
その他 1.1%
北海道 0.8%

関東 3.1%

甲信越 0.6%

東海
7.9%

北海道

志願者 入学者

（39）93 （11）22
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■令和2年度 都道府県別志願者・入学者数（全選抜）

入試データ
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３人の学生に志望理由、受験勉強、学生生活、将来の目標、
受験生への応援メッセージを語ってもらいました。

伝えたい ! 神戸大学の「学び」と「学生生活」
学生 × 学生 × 学生「座談会」

神戸大学と今の学部を志望した理由を教え
てください。

寺本　中学生の時に英語弁論大会に出場するた
め、ネイティブの先生と練習するうちに英語が好き
になりました。神大には世界中に海外協定校のネッ
トワークがあり、留学が必須の「グローバル・スタ
ディーズ・プログラム」を展開していること、英語以
外の政治、経済、宗教、アートなどを幅広く学べると
ころに魅力に感じ、志望しました。
屋良　長く活躍できそうな薬剤師や、製薬会社、
化粧品メーカーの開発職に興味をもっていました。
神大の工学部応用化学科では薬の勉強ができま
すし、自宅があ
る堺から通学が
可能であること
も決め手になり
ました。
中村　小学生の頃から法律に関心がありました。
オープンキャンパスに参加し、パンフレットやネット
の情報からは伝わらない神大の雰囲気に触れ、授
業について先生から直接話を聞き、神大をめざそう
と決めました。

高校時代の受験勉強と、入試方法について
教えてください。

中村　１年生の冬から受験勉強を始め、「授業・部
活（野球部マネージャー）・塾」のルーティンを欠か
さず続けました。先生から「部活や、ともしびプロ
ジェクト（東日本大震災の復興支援の一環）の活動
が評価されますよ」という理由で「志」特別入試を

勧められました。一般入試を受験するつもりだった
ので気が進みませんでしたが、提出書類を書きな
がら「大学で何を学び、将来は何をしたいか」を
じっくり考えたことがきっかけで、「志」特別入試に
挑戦する気持ちを固めました。第１回の「志」入試
だったので過去問題がなく、一次試験の筆記試験
は特に対策を立てていません。二次試験の口頭試
問と面接は国内外の時事問題を頭に入れて臨み
ましたが、想定外の質問をされました(笑)。合格し
たときは驚きと喜びでいっぱいになりました。
屋良　２年生までバスケットボール部の活動と遊
びが中心で、成績は４０人中３０番台でした。３年
生からスイッチを切り替え、夏休みは１日１０時間、
冬休みは１２時間勉強し、家ではドライヤーで髪を
乾かしたり、ご飯を食べたりする時間も惜しんで参
考書を読みました。やる気が出ない時は顔を洗う、
音楽を聴くなどして気分転換をはかりました。ス
マートフォンに勉強時間を可視化できるアプリを入
れ、待ち受けはオープンキャンパスで撮った工学部
の校舎の写真にしてモチベーションを保ちました。
友達と励まし合いながら受験勉強を乗り切り、一般
入試で合格を果たすことができました。
寺本　１年生まで、成績は後ろから数えたほうが
早いくらいでした。アメリカに留学したのを機にＴＯ
ＥＦＬ®の勉強を始め、空き時間はリスニング、２年
生から毎日４００字の英作文を作り、英語の先生と

ＡＬＴの先生に添削していただきました。先生から
ＴＯＥＦＬ®を活かせる推薦入試を勧められ、合格
しました。すごくびっくりしましたが、第一志望に合
格できて本当にうれしかったです。

神大でどのようなことを学んでいますか？

屋良　２回生から工学部のキャンパスで本格的な
化学の勉強が始まりました。４カ月のギャップターム
を利用し、インターン生として院生と４回生に混じっ
て高分子の研究室に入る機会を得ました。１カ月間
の研究生活を通し、将来、研究職に就いた自分をイ
メージすることができました。３回生からは実験とレ
ポートに明け暮れる生活が始まります。オンライン
授 業 で は 実 験
が で きな い の
で、実験の開始
が待ち遠しい一
方で、気が引き
締まります。
中村　１回生で一般教養、法学の入門科目として
政治、法律、国際の３科目、憲法と民法のほか、現
役の弁護士によるプロボノ活動の一環で講義を受
けました。弁護士は自分の考えに基づいて、環境問
題やボランティアなど幅広い活動に取り組んでおり、
人々の暮らしに身近な存在であることを学びました。
法律を英語で学ぶ授業も新鮮で有意義でした。
寺本　一般教養を学ぶ中で、日本とは体制が異
なる中国の政治に興味を持つようになりました。中
国人の先生のゼミで、中国のナショナリズム、日中
や米中関係、ウイグル問題等を研究しています。神
大は留学がしやすく、友達はアフリカや台湾など世

界各国に留学しています。僕は、神大の海外協定
校であるカナダのブロック大学に留学しました。カ
ナダ人だけでなく、中国、韓国、フィリピンの留学生
とも交流し、国際政治について議論を交わすことも
あれば、ホームパーティーを楽しんだり、トロントに
野球を見に行ったりして充実の日々を過ごしまし
た。困ったのは、ホームステイ先の食事です。野菜
をリクエストしたらポテトフライが出てきたので、仕
方なく持参していた青汁を飲みました(笑)。

大学の授業以外の活動について教えてくだ
さい。

中村　アカペラサークルとスノーボード部に所属し
ています。高校の部活と違って自由度が高いです
ね。アルバイト先の塾では生徒に教えながら自分自
身も成長し、飲食店ではコミュニケーション力や臨
機応変な対応を磨くことができたと思います。

屋良　神戸大学生協学生委員会（通称「ＧＩ」）
で、イベントの開催や学内で配布するフリーペー
パーを制作しています。メンバーには工学部以外の
学生もいて、いい人ばかりです。塾のアルバイトで
は、中高生に英語を教えながら私も文法を学び、Ｔ
ＯＥＩＣ®の点数を上げることができました。アルバ
イト料は、友達とのシンガポール旅行に使いました。

寺本　ＧＩと軽音サークルで活動し、神大の学園
祭「六甲祭」でも演奏しました。六甲祭といえば、出

店が豊富です。フランクフルトや焼きそばなどの定
番はもちろん、こだわりのコーヒー、本格的なネパー
ル料理、二郎系ラーメン、さらにはパイ投げや占い
などもありますよ。

神戸大学のどのようなところが好きですか？

寺本　一般教養を幅広く学ぶ中で興味を持てそ
うなテーマを発見し、専攻できるところです。僕は以
前、新聞記者になりたいと思って大手出版社のイン
ターンに参加しました。そこで、「番記者」と呼ばれる
社員の方から業界の話を聞くうちに日本企業の将
来について考えるようになりました。英語、中国の政
治、そしてＳＩ（システムインテグレーション）へと興
味の幅を広げながら、学びを深めています。それか
ら、宮崎県出身の僕にとって都会の神戸で送る大
学生活はとても楽しい！街をぶらぶら歩くのも好き
です。一人暮らしも板につき、野菜炒めとかを作っ
ています。
屋良　大学周辺にはカフェやラーメン屋さんも
あって、「学生の街」という感じです。山があり、海が
見える環境でありながら、三宮や梅田に電車１本で
行けるところも気に入っています。工学部では、１０
数室もある研究室の中から希望に合わせて選べる
ので、好きな分野をとことん究めることができます。
神大の学生は人柄がよく、内面が魅力的な人が多
いですね。

中村　法学部のある六甲台第一キャンパスには、
国の登録有形文化財に指定された建造物もあり、
おしゃれな雰囲気の中で学生生活を謳歌していま
す。私は「志」特別入試の面接で、ＥＵに関する専門
分野と学際的観点から学べる神大独自のプログラ
ム「ＫＵＰＥＳ*（ＥＵエキスパート人材養成プログラ
ム）」に参加したいと伝えていました。その「志」が実
現し、手厚いフォローを受けながら合宿や英語集中
コースに参加しました。今後の活動が楽しみです。
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寺本　「香港、ウイグルにおける人権問題に対す
る日米両国の反応の比較」をテーマとする卒論の
完成に向け、可能であれば現地調査を、難しい場
合は新聞や文献を参考に研究を進めたいと思いま
す。就職は、インターンを機に興味を持ったＳＩ業界
を狙っています。コンサルタントか営業職志望です
が、ＳＥ職に必要なプログラミングも身につけたい
です。
中村　「ＫＵＰＥＳ」プログラムで欧州に留学し、ダブ
ルディグリーの取得と司法試験の合格をめざしてい
ます。私は誰かに貢献することで存在意義を感じる
人間です。日本とＥＵの両エリアで活躍したいです。
屋良　将来、たくさんの人に私が作った化粧品や
ハンドクリームを使ってもらうために、化粧品の開
発職に結びつく生物系か高分子系の研究室に進
もうと考えています。院試ではＧＰＡ（成績評価値）
も重視されるので、授業もしっかり取り組みます。

受験生の皆さんへのメッセージをお願いします。

中村　私は受験勉強に必死になりすぎて、「大学
に落ちたら人生が終わる」とあせったりもしました
が、大切なのは「大学で何を勉強したいか」だと思
います。目標がはっきりすると、受験勉強もがんばれ
るはずです。周囲への感謝の気持ちを忘れず、ベス
トを尽くしてくださいね。

屋良　高校３年生の１年間は、限界を超えるくらい
がんばったと胸を張って言えます。自己採点集計の
ボーダーライン予測ではＤ判定を出してしまいまし
たが、自分を信じて入試に挑みました。努力が報わ
れる喜びは、とてつもなく大きいですよ。最後まであ
きらめずに、第一志望を貫いてほしいと思います。

寺本　受験生は、模試の判定に一喜一憂しがち
です。僕も模試でＥ判定を取りましたが、そこからが
んばって成績を上げ、得意な英語を推薦入試に活
かすことができました。ひとつでも得意科目があると
強みになると思います。皆さんも神大で学生生活を
満喫できるといいですね。応援しています！

中村 水咲さん
法学部
法律学科 2年

屋良 みなみさん
工学部
応用化学科 3年

寺本 研心さん
国際人間科学部
グローバル文化学科
4年

■神戸大学では一般選抜（前期日程・後期日程）及び「志」特別選抜の出願がＷｅｂでの手続きとなっています。

インターネット出願

【注意】インターネット出願において、出願登録及び検定料の支払いを行っただけでは、出願完了にはなりません。
書類提出期間に必要書類（出願確認票・調査書等）を郵送する必要があります。詳細につきましては、学生募集要項をご確認ください。
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➡ ➡ ➡
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書等を大学に郵送
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➡ ➡
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願書
取り寄せ
不要

24時間
出願登録
可能

検定料の
支払が
選べる
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伝えたい ! 神戸大学の「学び」と「学生生活」
学生 × 学生 × 学生「座談会」

神戸大学と今の学部を志望した理由を教え
てください。

寺本　中学生の時に英語弁論大会に出場するた
め、ネイティブの先生と練習するうちに英語が好き
になりました。神大には世界中に海外協定校のネッ
トワークがあり、留学が必須の「グローバル・スタ
ディーズ・プログラム」を展開していること、英語以
外の政治、経済、宗教、アートなどを幅広く学べると
ころに魅力に感じ、志望しました。
屋良　長く活躍できそうな薬剤師や、製薬会社、
化粧品メーカーの開発職に興味をもっていました。
神大の工学部応用化学科では薬の勉強ができま
すし、自宅があ
る堺から通学が
可能であること
も決め手になり
ました。
中村　小学生の頃から法律に関心がありました。
オープンキャンパスに参加し、パンフレットやネット
の情報からは伝わらない神大の雰囲気に触れ、授
業について先生から直接話を聞き、神大をめざそう
と決めました。

高校時代の受験勉強と、入試方法について
教えてください。

中村　１年生の冬から受験勉強を始め、「授業・部
活（野球部マネージャー）・塾」のルーティンを欠か
さず続けました。先生から「部活や、ともしびプロ
ジェクト（東日本大震災の復興支援の一環）の活動
が評価されますよ」という理由で「志」特別入試を

勧められました。一般入試を受験するつもりだった
ので気が進みませんでしたが、提出書類を書きな
がら「大学で何を学び、将来は何をしたいか」を
じっくり考えたことがきっかけで、「志」特別入試に
挑戦する気持ちを固めました。第１回の「志」入試
だったので過去問題がなく、一次試験の筆記試験
は特に対策を立てていません。二次試験の口頭試
問と面接は国内外の時事問題を頭に入れて臨み
ましたが、想定外の質問をされました(笑)。合格し
たときは驚きと喜びでいっぱいになりました。
屋良　２年生までバスケットボール部の活動と遊
びが中心で、成績は４０人中３０番台でした。３年
生からスイッチを切り替え、夏休みは１日１０時間、
冬休みは１２時間勉強し、家ではドライヤーで髪を
乾かしたり、ご飯を食べたりする時間も惜しんで参
考書を読みました。やる気が出ない時は顔を洗う、
音楽を聴くなどして気分転換をはかりました。ス
マートフォンに勉強時間を可視化できるアプリを入
れ、待ち受けはオープンキャンパスで撮った工学部
の校舎の写真にしてモチベーションを保ちました。
友達と励まし合いながら受験勉強を乗り切り、一般
入試で合格を果たすことができました。
寺本　１年生まで、成績は後ろから数えたほうが
早いくらいでした。アメリカに留学したのを機にＴＯ
ＥＦＬ®の勉強を始め、空き時間はリスニング、２年
生から毎日４００字の英作文を作り、英語の先生と

ＡＬＴの先生に添削していただきました。先生から
ＴＯＥＦＬ®を活かせる推薦入試を勧められ、合格
しました。すごくびっくりしましたが、第一志望に合
格できて本当にうれしかったです。

神大でどのようなことを学んでいますか？

屋良　２回生から工学部のキャンパスで本格的な
化学の勉強が始まりました。４カ月のギャップターム
を利用し、インターン生として院生と４回生に混じっ
て高分子の研究室に入る機会を得ました。１カ月間
の研究生活を通し、将来、研究職に就いた自分をイ
メージすることができました。３回生からは実験とレ
ポートに明け暮れる生活が始まります。オンライン
授 業 で は 実 験
が で きな い の
で、実験の開始
が待ち遠しい一
方で、気が引き
締まります。
中村　１回生で一般教養、法学の入門科目として
政治、法律、国際の３科目、憲法と民法のほか、現
役の弁護士によるプロボノ活動の一環で講義を受
けました。弁護士は自分の考えに基づいて、環境問
題やボランティアなど幅広い活動に取り組んでおり、
人々の暮らしに身近な存在であることを学びました。
法律を英語で学ぶ授業も新鮮で有意義でした。
寺本　一般教養を学ぶ中で、日本とは体制が異
なる中国の政治に興味を持つようになりました。中
国人の先生のゼミで、中国のナショナリズム、日中
や米中関係、ウイグル問題等を研究しています。神
大は留学がしやすく、友達はアフリカや台湾など世

界各国に留学しています。僕は、神大の海外協定
校であるカナダのブロック大学に留学しました。カ
ナダ人だけでなく、中国、韓国、フィリピンの留学生
とも交流し、国際政治について議論を交わすことも
あれば、ホームパーティーを楽しんだり、トロントに
野球を見に行ったりして充実の日々を過ごしまし
た。困ったのは、ホームステイ先の食事です。野菜
をリクエストしたらポテトフライが出てきたので、仕
方なく持参していた青汁を飲みました(笑)。

大学の授業以外の活動について教えてくだ
さい。

中村　アカペラサークルとスノーボード部に所属し
ています。高校の部活と違って自由度が高いです
ね。アルバイト先の塾では生徒に教えながら自分自
身も成長し、飲食店ではコミュニケーション力や臨
機応変な対応を磨くことができたと思います。

屋良　神戸大学生協学生委員会（通称「ＧＩ」）
で、イベントの開催や学内で配布するフリーペー
パーを制作しています。メンバーには工学部以外の
学生もいて、いい人ばかりです。塾のアルバイトで
は、中高生に英語を教えながら私も文法を学び、Ｔ
ＯＥＩＣ®の点数を上げることができました。アルバ
イト料は、友達とのシンガポール旅行に使いました。

寺本　ＧＩと軽音サークルで活動し、神大の学園
祭「六甲祭」でも演奏しました。六甲祭といえば、出

店が豊富です。フランクフルトや焼きそばなどの定
番はもちろん、こだわりのコーヒー、本格的なネパー
ル料理、二郎系ラーメン、さらにはパイ投げや占い
などもありますよ。

神戸大学のどのようなところが好きですか？

寺本　一般教養を幅広く学ぶ中で興味を持てそ
うなテーマを発見し、専攻できるところです。僕は以
前、新聞記者になりたいと思って大手出版社のイン
ターンに参加しました。そこで、「番記者」と呼ばれる
社員の方から業界の話を聞くうちに日本企業の将
来について考えるようになりました。英語、中国の政
治、そしてＳＩ（システムインテグレーション）へと興
味の幅を広げながら、学びを深めています。それか
ら、宮崎県出身の僕にとって都会の神戸で送る大
学生活はとても楽しい！街をぶらぶら歩くのも好き
です。一人暮らしも板につき、野菜炒めとかを作っ
ています。
屋良　大学周辺にはカフェやラーメン屋さんも
あって、「学生の街」という感じです。山があり、海が
見える環境でありながら、三宮や梅田に電車１本で
行けるところも気に入っています。工学部では、１０
数室もある研究室の中から希望に合わせて選べる
ので、好きな分野をとことん究めることができます。
神大の学生は人柄がよく、内面が魅力的な人が多
いですね。

中村　法学部のある六甲台第一キャンパスには、
国の登録有形文化財に指定された建造物もあり、
おしゃれな雰囲気の中で学生生活を謳歌していま
す。私は「志」特別入試の面接で、ＥＵに関する専門
分野と学際的観点から学べる神大独自のプログラ
ム「ＫＵＰＥＳ*（ＥＵエキスパート人材養成プログラ
ム）」に参加したいと伝えていました。その「志」が実
現し、手厚いフォローを受けながら合宿や英語集中
コースに参加しました。今後の活動が楽しみです。

＊Kobe University Programme for European 
Studies

ご自身の目標について教えてください。

寺本　「香港、ウイグルにおける人権問題に対す
る日米両国の反応の比較」をテーマとする卒論の
完成に向け、可能であれば現地調査を、難しい場
合は新聞や文献を参考に研究を進めたいと思いま
す。就職は、インターンを機に興味を持ったＳＩ業界
を狙っています。コンサルタントか営業職志望です
が、ＳＥ職に必要なプログラミングも身につけたい
です。
中村　「ＫＵＰＥＳ」プログラムで欧州に留学し、ダブ
ルディグリーの取得と司法試験の合格をめざしてい
ます。私は誰かに貢献することで存在意義を感じる
人間です。日本とＥＵの両エリアで活躍したいです。
屋良　将来、たくさんの人に私が作った化粧品や
ハンドクリームを使ってもらうために、化粧品の開
発職に結びつく生物系か高分子系の研究室に進
もうと考えています。院試ではＧＰＡ（成績評価値）
も重視されるので、授業もしっかり取り組みます。

受験生の皆さんへのメッセージをお願いします。

中村　私は受験勉強に必死になりすぎて、「大学
に落ちたら人生が終わる」とあせったりもしました
が、大切なのは「大学で何を勉強したいか」だと思
います。目標がはっきりすると、受験勉強もがんばれ
るはずです。周囲への感謝の気持ちを忘れず、ベス
トを尽くしてくださいね。

屋良　高校３年生の１年間は、限界を超えるくらい
がんばったと胸を張って言えます。自己採点集計の
ボーダーライン予測ではＤ判定を出してしまいまし
たが、自分を信じて入試に挑みました。努力が報わ
れる喜びは、とてつもなく大きいですよ。最後まであ
きらめずに、第一志望を貫いてほしいと思います。

寺本　受験生は、模試の判定に一喜一憂しがち
です。僕も模試でＥ判定を取りましたが、そこからが
んばって成績を上げ、得意な英語を推薦入試に活
かすことができました。ひとつでも得意科目があると
強みになると思います。皆さんも神大で学生生活を
満喫できるといいですね。応援しています！

中村 水咲さん
法学部
法律学科 2年

屋良 みなみさん
工学部
応用化学科 3年

寺本 研心さん
国際人間科学部
グローバル文化学科
4年

■神戸大学では一般選抜（前期日程・後期日程）及び「志」特別選抜の出願がＷｅｂでの手続きとなっています。

インターネット出願

【注意】インターネット出願において、出願登録及び検定料の支払いを行っただけでは、出願完了にはなりません。
書類提出期間に必要書類（出願確認票・調査書等）を郵送する必要があります。詳細につきましては、学生募集要項をご確認ください。

1 募集要項の確認

募集要項で受験する
入試内容をチェック

2 出願登録

Ｗebに接続してい
るパソコンやスマホ
等から出願登録

3 検定料の支払い

コンビニ・クレジット
カード等で検定料
等の支払い

➡ ➡ ➡
4 印刷

出願確認票を印刷

5 必要書類の郵送

出願確認票、調査
書等を大学に郵送

6 手続き完了

検定料の支払いお
よび書類の提出を
もって出願完了

➡ ➡

インターネット出願の手順

願書
取り寄せ
不要

24時間
出願登録
可能

検定料の
支払が
選べる
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*� 高校時代、興味のあることに打ち込み、高校二年生の時にやりたいことを見つけ

ました。そのとき、志入試を受けようと決め、入試では大学に対して自分の思い

をいかにして伝えられるか、ということを一番悩みましたが、受かったときは自

分が認められた気がして嬉しかったです。

高校で成し遂げたこと、大学でやりたいことに自信を持って挑戦して欲しいです。

私は高校で課題研究に取り組んでおり、研究発表を学会などの様々なところで行っ

たことで、プレゼンテーション能力や課題発見能力などを身に着けることができま

した。そうした自分のアピールポイントや個性を志入試で活かすことができて

よかったと思っています。また、入学前教育でも研究発表や教科学習があったおか

げでさらに能力を伸ばすことができたと思っています。

第
１
次
選
抜

入
学
前
教
育

最
終
選
抜

各学部学科専攻等に対する適正を測ります

スクーリング

教科学習添削指導、課題研究

書類審査

模擬講義・レポート（文系または理系）

総合問題（文系または理系）

調査書、志望理由書、活動報告書等を通して、高校時代の主体的な
活動などを総合的に評価します。

模擬講義を通して得た知識を活用し、講義内容に関連した課題に
取り組みます。

大学入学後に必要とされる適性や学力を総合的に評価します。

入学前教育ガイダンス

英語力診断テスト、
課題研究ポスターセッション

＊詳細は、���� 年６月頃に発表予定の令和３年度神戸大学「志」特別選抜募集要項を確認してください。
＊�：令和３年４月に海事科学部を替えて、海洋政策科学部（仮称）の設置を計画しています。新学部設置が認められた場合、合格者は海洋政策科学部海洋政策科学科（仮称）へ入学となります。

面接・口頭試問に加え、小論文や実習、プレゼンテーションを行う
など、学部学科専攻等ごとに内容が異なります。
詳しくは「志」特別選抜募集要項にて確認してください。

など

など

など

合格者メッセージ

自分の個性を活かす 医学部・保健学科・検査技術科学専攻 :市崎真奈

自分をアピールする場 農学部・生命機能科学科・応用機能生物学コース :井上雄介

スクーリング時のポスターセッションの様子

出願から入学までの流れ

提出書類：調査書、志望理由書、活動報告書
WEB 出願登録

など

※スケジュールは変更する場合があります

グローバル社会の諸課題に挑戦する、高い志（こころざし）をもつ学生を求めます

　 神 戸 大 学 で は 地 球 的 諸 課 題 の 解 決 に 先 導 的 役 割 を 担 い う る 人 材 育 成 の 一 環 と し て 、 そ れ ぞ れ の 分 野  の リ ー ダ ー と な っ て
� � 世 紀 の 人 類 社 会 に 大 い に 貢 献 し た い と い う 、 高 い 志 を も つ 学 生 を 見 出 す た め に 、 新 し い 選 抜 方 法 の 採 用 に よ る 、 こ れ ま で
に は な い 学 力 の 特 徴 を 有 し た 学 生 を 選 抜 す る 「 志 」 特 別 選 抜 を 実 施 し て い ま す 。

大学入学共通テストを課さない 総合型選抜（旧ＡＯ）入試です。

主体的な取り組みなどを総合的に評価します。 

�� 月上旬に合格が決まります。   

こころざし

入 試 情 報

「志」特別選抜とは？

Ｐｏｉｎｔ1　

Ｐｏｉｎｔ2

Ｐｏｉｎｔ3
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*� 高校時代、興味のあることに打ち込み、高校二年生の時にやりたいことを見つけ

ました。そのとき、志入試を受けようと決め、入試では大学に対して自分の思い

をいかにして伝えられるか、ということを一番悩みましたが、受かったときは自

分が認められた気がして嬉しかったです。

高校で成し遂げたこと、大学でやりたいことに自信を持って挑戦して欲しいです。

私は高校で課題研究に取り組んでおり、研究発表を学会などの様々なところで行っ

たことで、プレゼンテーション能力や課題発見能力などを身に着けることができま

した。そうした自分のアピールポイントや個性を志入試で活かすことができて

よかったと思っています。また、入学前教育でも研究発表や教科学習があったおか

げでさらに能力を伸ばすことができたと思っています。

第
１
次
選
抜

入
学
前
教
育

最
終
選
抜

各学部学科専攻等に対する適正を測ります

スクーリング

教科学習添削指導、課題研究

書類審査

模擬講義・レポート（文系または理系）

総合問題（文系または理系）

調査書、志望理由書、活動報告書等を通して、高校時代の主体的な
活動などを総合的に評価します。

模擬講義を通して得た知識を活用し、講義内容に関連した課題に
取り組みます。

大学入学後に必要とされる適性や学力を総合的に評価します。

入学前教育ガイダンス

英語力診断テスト、
課題研究ポスターセッション

＊詳細は、���� 年６月頃に発表予定の令和３年度神戸大学「志」特別選抜募集要項を確認してください。
＊�：令和３年４月に海事科学部を替えて、海洋政策科学部（仮称）の設置を計画しています。新学部設置が認められた場合、合格者は海洋政策科学部海洋政策科学科（仮称）へ入学となります。

面接・口頭試問に加え、小論文や実習、プレゼンテーションを行う
など、学部学科専攻等ごとに内容が異なります。
詳しくは「志」特別選抜募集要項にて確認してください。

など

など

など

合格者メッセージ

自分の個性を活かす 医学部・保健学科・検査技術科学専攻 :市崎真奈

自分をアピールする場 農学部・生命機能科学科・応用機能生物学コース :井上雄介

スクーリング時のポスターセッションの様子

出願から入学までの流れ

提出書類：調査書、志望理由書、活動報告書
WEB 出願登録

など

※スケジュールは変更する場合があります

グローバル社会の諸課題に挑戦する、高い志（こころざし）をもつ学生を求めます

　 神 戸 大 学 で は 地 球 的 諸 課 題 の 解 決 に 先 導 的 役 割 を 担 い う る 人 材 育 成 の 一 環 と し て 、 そ れ ぞ れ の 分 野  の リ ー ダ ー と な っ て
� � 世 紀 の 人 類 社 会 に 大 い に 貢 献 し た い と い う 、 高 い 志 を も つ 学 生 を 見 出 す た め に 、 新 し い 選 抜 方 法 の 採 用 に よ る 、 こ れ ま で
に は な い 学 力 の 特 徴 を 有 し た 学 生 を 選 抜 す る 「 志 」 特 別 選 抜 を 実 施 し て い ま す 。

大学入学共通テストを課さない 総合型選抜（旧ＡＯ）入試です。

主体的な取り組みなどを総合的に評価します。 

�� 月上旬に合格が決まります。   

こころざし

入 試 情 報

「志」特別選抜とは？

Ｐｏｉｎｔ1　

Ｐｏｉｎｔ2

Ｐｏｉｎｔ3

■請求資料の種類
●学部案内
●各学部の特色、授業内容等を掲載したものです。

●入学者選抜要項
●学部入試の選抜方法、募集人員、学力検査の実施教科・科目等を掲載したものです。

※一般選抜・「志」特別選抜の学生募集要項については、紙媒体での発行を行わず、ホームページに掲載する予定です。総合型選抜・学校推薦型選抜の学生
募集要項は、平日９時から１７時の間に各学部または入試課へお越しになるか、郵便により請求してください。詳しくは、各学部のホームページをご覧ください。

1.ホームページから直接請求する場合
『テレメールWeb』版で請求することができます。
　

※バーコードからアクセスした場合は資料請求番号の入力は不要です。

（3）あとは音声ガイダンスの指示に従ってください。
（3）［テレメールでの請求に関する注意事項］
（3）・発送開始日以前に請求された資料は予約受付となり、発送開始

日に一斉に発送します。
（3）・資料は発送日から3～5日でお届けできます。地域や郵便事情によっ

てはお届けに1週間程度要する場合があります。なお、17時30分まで
の受付は当日発送、17時30分以降の受付は翌日発送となります。

（3）・随時発送の資料が1週間以上（予約受付の資料は発送開始日
から1週間以上）経っても届かない場合は、テレメールカスタマー
センターまでお問い合わせください。

（3）・資料請求終了時および受付確認メール内で告知される10桁の
「受付番号」は資料到着まで保管しておいてください。

（3）・料金は、資料に同封された料金支払い用紙の支払方法に従い表示料金
をお支払いください。

（3）・自動音声応答電話による請求の場合、住所、氏名の登録時は、ゆっ
くりはっきりとお話しください。登録された音声が不鮮明な場合は資料
をお届けできないことがあります。

資料請求方法

https://telemail.jpインターネット

資料名 資料請求番号
565440
585440
565450
565470
600780
568900
568910
568920
568930
565420
565430
568950
568960
568970
623440

料金（予定）
215円
215円
250円
215円
180円
140円
180円
180円
180円
180円
180円
215円
120円
180円
140円

 大学案内 
 入学者選抜要項 
 入学者選抜要項･大学案内（セット）
 文学部案内 
 国際人間科学部案内 
 法学部案内 
 経済学部案内
 経営学部案内 
 理学部案内 
 医学部医学科案内 
 医学部保健学科案内 
 工学部案内 
 農学部案内 
 ＊海事科学部案内

「志」特別選抜パンフレット（令和3年度入試）

資料名 料金 資料名 料金
大学案内

入学者選抜要項・大学案内

文学部案内

国際人間科学部案内

法学部案内

経済学部案内

経営学部案内

250円

350円

250円

250円

250円

250円

250円

250円

250円

250円

250円

250円

250円

250円

理学部案内

医学部医学科案内

医学部保健学科案内

工学部案内

農学部案内

＊海事科学部案内

「志」特別選抜パンフレット（令和3年度入試）

《テレメールでの請求方法に関する問合せ先》
テレメールカスタマーセンター
TEL：050-8601-0102（9:30～18:00）

《「モバっちょ」に関する請求方法・発送についてのお問い合わせ先》
大学情報センター株式会社　モバっちょカスタマーセンター
TEL：050-3540-5005（平日10:00～18:00）

■モバっちょでの請求

■大学窓口での配布
1.直接来学する場合
平日の9時から17時の間に、入試課または各学部までお越しください。

（1）入学者選抜要項は、入試課へお越しください。

（2）学部案内は、各学部へお越しください。

《問い合わせ時間等》
9:00～17:00（土日祝日及び夏季休業、年末年始は除く）
文学部 教務学生係 TEL：078-803-5595

国際人間科学部 鶴甲第二キャンパス
 教務学生係 ＴＥＬ：078-803-7924

法学部 教務係 TEL：078-803-7234
経済学部 教務係 TEL：078-803-7250
経営学部 教務係 TEL：078-803-7260
理学部 教務学生係 TEL：078-803-5767
医学部 医学科 教務学生係 TEL：078-382-5205
医学部 保健学科 教務学生係 TEL：078-796-4504
工学部 教務学生係 TEL：078-803-6350
農学部 教務学生係 TEL：078-803-5928
＊海事科学部 教務学生グループ TEL：078-431-6225
学務部入試課  TEL：078-803-5230

携帯電話、スマホ、パソコンから請求できます。

※『モバっちょ』では、資料請求料金を携帯電話の通話料金と一緒にお支払いいただけま
す。

※携帯電話・スマホの機種、携帯電話会社との契約状況によって、ご利用できない場合
がございます。その場合、コンビニ後払いを選択してください。

※料金は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

https://djc-mb.jp/kobe-u2/
2.自動音声応答電話で請求する場合
自動音声応答電話（テレメール）を利用して請求してください。

（1）次のIP電話をご利用ください。IP電話050-8601-0101
　　※IP電話:一般電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも3分毎に約12円です。

（2）請求を希望する資料請求番号（6桁）をプッシュまたは入力してく
（2）ださい。

■テレメールでの請求

＊神戸大学は、令和3年4月に「海事科学部」を替えて、『海洋政策科学部（仮称）』
を設置する予定です。（設置計画申請中）




