
 
 

令和２年６月１日 

神 戸 大 学 

 

２０２１〔令和３〕年度（２０２０〔令和２〕年度実施）神戸大学入学者選抜における 

入試方法等の変更等について（まとめ） 

 

２０２１〔令和３〕年度（２０２０〔令和２〕年度実施）神戸大学入学者選抜における入試方法

等の変更等について、２０１９年３月２２日以降に公表しました内容を以下にまとめましたのでお

知らせします。 

 

１．入試区分について 

  本学が実施する入学者選抜の入試区分について、次のとおり名称を変更します。 

入試区分 
 

⇒ 

入試区分 

一般入試 一般選抜 

ＡＯ入試 総合型選抜 

「志」特別入試  「志」特別選抜 

推薦入試 学校推薦型選抜 

社会人特別入試 社会人特別選抜 

私費外国人（留）学生特別入試 私費外国人（留）学生特別選抜 

 
２．一般選抜 

 〇分離・分割方式を引き続き実施します。 

○大学入学共通テストの活用 

大学入試センター試験に代わり、大学入学共通テストを活用し、原則５教科７科目を課しま

す。 

○大学入学共通テスト記述式試験について 

  文部科学省からの通知により、これを活用しないこととします。 

○英語資格・検定試験について 

  文部科学省からの通知により、これを活用しないこととします。 

○大学入学共通テストの英語の配点比率 

   外国語で「英語」を選択した者の成績は、リーディングとリスニングの配点比率を４：１と

し、リーディング１００点満点を１６０点満点に、リスニング１００点満点を４０点満点に換

算し、合計得点２００点満点を学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。 

また、リスニングを免除された者については、リーディング（１００点満点）を２００点満

点に換算したうえで、各学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。 



 
 

○募集人員の変更 

以下の学部学科等において募集人員の変更があります。詳細は別紙１を確認ください（変更

点には下線を付記しています。）。 

〔医学部保健学科作業療法学専攻〕 後期日程募集停止 

〔工学部応用化学科〕   前期日程 ７８名→８５名 後期日程 ２６名→１８名 

〔工学部情報知能工学科〕 前期日程 ８５名→９０名 後期日程 ２０名→１５名 

〔農学部資源生命科学科応用植物学コース〕 前期日程 ２２名→２１名 

〔海事科学部〕 募集停止 

〔海洋政策科学部（仮称）〕 前期日程『理系科目重視型』 １１５名※ 

             前期日程『文系科目重視型』  ３０名※ 

             後期日程『理系科目重視型』  ４０名 

 ※２０１９年１２月２３日に公表しました定員に変更があります。 

 ○２段階選抜，配点等の変更 

以下の学部学科等において２段階選抜，配点等の変更があります。詳細は別紙２を確認くだ

さい（変更点には下線を付記しています。）。 

〔医学部医学科〕      ２段階選抜変更 

〔工学部建築学科〕     配点変更 

〔工学部市民工学科〕    配点変更   

〔工学部機械工学科〕    配点変更等 

〔工学部応用化学科〕    配点変更 

〔工学部情報知能工学科〕  配点変更 

〔海洋政策科学部（仮称）〕  新規募集 

 

３．総合型選抜及び学校推薦型選抜 

 ○学力の３要素を多面的、総合的に評価する選抜を引き続き実施します。 

 ○大学入学共通テストの活用 

大学入試センター試験を活用している総合型選抜及び学校推薦型選抜では、大学入試センタ

ー試験に代わり、大学入学共通テストを活用します。 

○大学入学共通テストにおいて、外国語で「英語」を選択した者のリーディングとリスニング

の配点比率は、一般選抜と同様とします。 

○国際人間科学部グローバル文化学科（学校推薦型選抜）において、引き続き現行と同様に英

語資格・検定試験の結果を活用します。 

○募集人員の変更 

以下の学部学科等において募集人員の変更等があります。詳細は別紙１を確認ください（変

更点には下線を付記しています。）。 



 
 

〔国際人間科学部環境共生学科『研究実績受験』〕（総合型選抜） 募集停止 

〔医学部保健学科作業療法学専攻〕（学校推薦型選抜） 新規募集 

〔海洋政策科学部（仮称）〕（学校推薦型選抜） 募集なし（海事科学部からの変更） 

 ○出願要件，入試方法等の変更 

以下の学部学科等において出願要件，入試方法等の変更があります。詳細は別紙３を確認く

ださい（変更点には下線を付記しています。）。 

    【総合型選抜】 

 〔国際人間科学部環境共生学科『理数系科目受験』〕 入試方法等 

〔理学部生物学科〕 入試方法等 

〔理学部惑星学科〕 入試方法等 

    【学校推薦型選抜】 

〔国際人間科学部グローバル文化学科〕 出願要件等 

〔経営学部〕 入試方法等 

〔医学部保健学科作業療法学専攻〕 新規募集 

 

４．「志」特別選抜 

○「志」特別選抜は大学入学共通テストを課しません。 

○一部の学部・学科において、引き続き現行と同様に英語資格・検定試験の結果を活用します。 

○第1次選抜の書類審査において、提出する書類のうち、「学業等評価書」を廃止します。 

○募集人員の変更 

以下の学部学科等において募集人員の変更等があります。詳細は別紙１､３を確認ください

（変更点には下線を付記しています。）。 

〔国際人間科学部環境共生学科〕 ５名→７名 

〔工学部応用化学科〕      ２名→３名 

〔農学部資源生命科学科応用植物学コース〕１名→２名 

〔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〕 ５名→１０名 

〔海事科学部グローバル輸送科学科ロジスティクスコース〕 １名→２名 

〔海事科学部海洋安全システム科学科〕 １名→３名 

 ○出願要件，入試方法等の変更 

以下の学部学科等において出願要件，入試方法等の変更があります。詳細は別紙３を確認く

ださい（変更点には下線を付記しています。）。 

〔国際人間科学部環境共生学科〕 出願要件等 

〔法学部〕 配点 

〔工学部市民工学科〕 出願要件等  

〔工学部電気電子工学科〕 出願要件等 



 
 

〔工学部機械工学科〕 出願要件 

〔工学部応用化学科〕 出願要件 

〔工学部情報知能工学科〕 出願要件等 

〔農学部資源生命科学科応用植物学コース〕 選抜方法等 

〔農学部生命機能科学科応用機能生物学コース〕 配点等 

〔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〕 配点等 

〔海事科学部グローバル輸送科学科ロジスティクスコース〕 提出書類等 

〔海事科学部海洋安全システム科学科〕 選抜方法等 

 

５．海洋政策科学部（仮称）の設置 

令和３年４月、新たに「海洋政策科学部（仮称）」を設置する予定です。海洋政策学部（仮称）

の入学者選抜の詳細は別紙１～３を確認ください。 

新学部については、文部科学省への設置計画提出に向けて協議中のため、学部名称や入学者選抜方

法等はあくまで予定であり、今後変更することがあります。 

 



 

 

◎２０２１〔令和３〕年度 募集人員 
 

（注１） 総合型：総合型選抜 

｢志｣特別：「志」特別選抜 

学校推薦型：学校推薦型選抜 

社会人：社会人特別選抜 

私費外：私費外国人（留）学生特別選抜 
（注２）総合型選抜、「志」特別選抜、学校推薦型選抜、社会人特別選抜、私費外国人（留）学生特別選抜では、選抜の

結果によっては、合格者が募集人員に対し増減する場合があります。 

その場合は、一般選抜前期日程の募集人員で調整します。 

（注３）国際人間科学部環境共生学科の研究実績受験は募集を停止し、募集人員２名を「志」特別選抜へ振替えます。 

学 部 学科等 
入学 
定員 

募集人員 

一般選抜     

前期日程 後期日程 
総合型  学校 

推薦型 
社会人 私費外 

「志」特別 

文 学 部 人 文 学 科 100 77 20   ３   若干名 

国際人間科学部 

グローバル文化学科  140 95 35   10  若干名 

発達コミュニティ学科 100 54 10 

ｽﾎﾟｰﾂ科学受験 12 

音楽受験   12 

美術受験   ８ 

身体表現受験 ４ 

  若干名 若干名 

環 境 共 生 学 科 80 
文科系 23 

理科系 30 

文科系 ８ 

理科系 ９ 
（注３） 

理数系科目受験 ３ 
７  若干名 若干名 

子 ど も 教 育 学 科  50 39 11    若干名 若干名 

計 370 241 73 39 ７ 10   

法 学 部 法 律 学 科 180 117 60  ３   若干名 

経 済 学 部 経 済 学 科 270 

数学選抜 30 

英数選抜 30 

総合選抜 160 

   50    若干名 

経 営 学 部 経 営 学 科 260 220    40  若干名 

理 学 部 

数 学 科 28 21 ７     若干名 

物 理 学 科 35 25 10     若干名 

化 学 科 30 24 ６     若干名 

生 物 学 科 25 18 ４ ３    若干名 

惑 星 学 科 35 25 ８ ２    若干名 

計 153 113 35 ５     

別紙１ 



 

 

学 部 学 科等     
入学
定員 

募集人員 

一般選抜     

前期日程 後期日程 
総合型  

学校 
推薦型 

社会人 私費外 
「志」特別 

医 学 部 

医 学 科 112 92  10  10  若干名 

保
健
学
科 

看 護 学 専 攻 80 70 ６  ４  若干名 若干名 

検査技術科学専攻 40 28 10  ２  若干名 若干名 

理 学 療 法 学 専 攻 20 15 ３  ２  若干名 若干名 

作 業 療 法 学 専 攻 20 15 

 

 ２ ３ 若干名 若干名 

小 計 160 128 19  10 ３   

計 272 220 19 10 10 13   

工 学 部 

建 築 学 科 93 75 16  ２   若干名 

市 民 工 学 科 63 46 15  ２   若干名 

電 気 電 子 工 学 科 93 73 18  ２   若干名 

機 械 工 学 科 103 88 13  ２   若干名 

応 用 化 学 科 106 85 18  ３   若干名 

情 報 知 能 工 学 科 107 90 15  ２   若干名 

計 565 457 95  13    

農 学 部 

食料環境システム学科 
生 産 環 境 工 学 コ ー ス 
食料環境経済学コース 

36 
 
 

 
20 
５ 

 
５ 
２ 

 
 

 

 
２ 
２ 

 
  

 

若干名 

若干名 

資 源 生 命 科 学 科 
応 用 動 物 学 コ ー ス 
応 用 植 物 学 コ ー ス 

55 
 
 

 
20 
21 

 
６ 
５ 

 
 
 

 
１ 
２ 

  
 

若干名 

若干名 

生 命 機 能 科 学 科 
応 用 生 命 化 学 コ ー ス 

  応 用 機 能 生 物 学 コ ー ス 

69 
 
 

 
29 
21 

 
７ 
８ 

 
 
 

 
１ 
３ 

  
 

若干名 

若干名 

計 160 116 33  11    

 

海洋政策科学部 
（注５） 

海 洋 政 策 科 学 科 200 

理系科目重視型 

115 
文系科目重視型 

30 

理系科目重視型 

40 

 

15 
（注６） 

（注７）   若干名 

（注４）医学部保健学科作業療法学専攻の後期日程は募集を停止し、新たに学校推薦型選抜を開始します。 

（注５）新学部の設置については、文部科学省への設置計画申請に向けて協議中のため、学部・学科の名称、入学者選抜

方法等については、あくまで予定であり、今後変更することがあります。 
（注６）学生募集については海事科学部で募集しますが、新学部設置が認められた場合、合格者は海洋政策科学部へ入学

となります。なお、募集人員についてグローバル輸送科学科航海マネジメントコースは１０名、グローバル輸送科
学科ロジスティクスコースは２名、海洋安全システム科学科は３名とします。 

（注７）海洋政策科学部としては学校推薦型選抜の募集は行いません。 
 
 
 
 

（注４） 

 



医学部

前期 国語 国語 数学 数学（理系）

92人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１ 理科 物理，化学，生物から２

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２ その他 面接

理科 物理，化学，生物から２

外国語 英，独，仏，中，韓から１

前期 国語 国語 数学 数学（文系）

70人 数学 数Ⅰ・数Ａと 理科 物理，化学，生物から１

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２ 外国語 英，独，仏，中から１

地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から２と　　※１

理科 物理，化学，生物，地学から１

又は

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１と　　※２

後期 物理，化学，生物，地学から２ 外国語 英

8人 その他 面接

外国語 英，独，仏，中，韓から１

【注１】  医学部医学科の一般選抜「前期日程」における２段階選抜方法について

【注２】〔大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等〕欄

① ◆印は，２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を用います。

② 大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100点満点）を160点満点，リスニング（100点満点）を40点満点に換算し，合計得点200点

満点を学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100点満点）を200点満点に換算したうえで，

学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。

③ *印は，医師及び医学研究者となるにふさわしい適性を見るために面接を実施します。

なお，面接の結果，医師及び医学研究者になる適性に大きく欠けると判断された場合は，筆記試験の得点にかかわらず不合格とします。

④ 保健学科看護学専攻の大学入学共通テストの「地歴，公民」と「理科」の配点等については，以下のとおりです。

　１）　●印は，「大学入学共通テストの利用教科・科目名」欄の※１のとおり受験した場合の配点です。

　２）　★印は，「大学入学共通テストの利用教科・科目名」欄の※２のとおり受験した場合の配点です。

　３）　「地歴，公民」から２科目と「理科」について「物理」「化学」「生物」「地学」から２科目の計４科目を受験した場合は，　「地歴，公民」の２科目と「理科」の

　　第１解答科目の合計点，又は「地歴，公民」の第１解答科目と「理科」の２科目の合計点のうち，高得点の成績を用います。

志願者数が募集人員に対して約３倍を超えた場合に実施することがあります。

第１段階選抜の実施方法は，医学部医学科が指定する大学入学共通テストの教科・科目の成績の合計点（９００点満点）により行います。

大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100点満点）を160点満点，リスニング（100点満点）を40点満点に換算し，合計得点200点

満点に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100点満点）を200点満点に換算します。

50 200個別学力検査等

50 600
★50 ★100

計 100
●100

100
●50

400共通テスト 100
●100

100
●50

★50 ★100

800計 100

●100

200

●150

★50 ★200

[５教科７科目]

[５教科７科目]又は[６教科７科目]

保
健
学
科

看
護
学
専
攻

200

150

450共通テスト 100
●100

100
●50

★50 ★100

350個別学力検査等 100 100

250

100

150

50

230 230 230

面接等
配点
合計

* 810

数学 理科 外国語 小論文 実技等

学
科
等
名

学力検査
等の日程
及び募集

人員

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

試験の
区　分

国語
地歴
公民

個　別　学　力　検　査　等

教科等 科目名等教科等 科目名等

大学入学共通テストの利用教科・科目名

医
学
科

360

個別学力検査等 150 150 150 * 450

共通テスト 80 ◆40 80 80 80

計 80 40

別紙２



医学部

前期 国語 国語 数学 数学（理系）

28人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１ 理科 物理，化学，生物から１

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英，独，仏，中から１

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理，化学，生物，地学から２

後期 外国語 英

10人 外国語 英，独，仏，中，韓から１ その他 面接

前期 数学 数学（文系）

15人 理科 物理，化学，生物から１

外国語 英，独，仏，中から１

後期 外国語 英

3人 その他 面接

[５教科７科目]

前期 国語 国語 数学 数学（文系）

15人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１ 理科 物理，化学，生物から１

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英，独，仏，中から１

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理，化学，生物，地学から２

又は

後期 （物理，化学，生物，地学から１）と   　 ※１

0人 （物基，化基，生基，地基から２）の３　

外国語 英，独，仏，中，韓から１

[５教科７科目]又は[５教科８科目]

【注１】〔大学入学共通テストの利用教科・科目名〕欄

① 　※１は，以下のことを注意してください。

　　(１)　「同一名称を含む科目」２科目を選択することはできません。

　　(２)　「同一名称を含む科目」２科目とは，「物理」と「物理基礎」，「化学」と「化学基礎」，「生物」と「生物基礎」，「地学」と「地学基礎」を指します。

【注2】〔大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等〕欄

①   ◆印は，２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を用います。

② 大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100点満点）を160点満点，リスニング（100点満点）を40点満点に換算し，合計得点200点

満点を学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100点満点）を200点満点に換算したうえで，

学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。
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◆50 100100
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100
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350100
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科
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業
療
法
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攻

理
学
療
法
学
専
攻

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

試験の
区　分

国語
地歴
公民

数学 理科 外国語 小論文 実技等 面接等
配点
合計

450

共通テスト 100 ◆50

50 600

100 100

個　別　学　力　検　査　等

教科等 科目名等

学力検査
等の日程
及び募集

人員
教科等 科目名等

大学入学共通テストの利用教科・科目名

共通テスト

個別学力検査等

100 ◆50 100

100

200個別学力検査等

800200

150

250

100

計

600計 100

100

200

350個別学力検査等 100 100

400

200

個別学力検査等

100 50

450

150 50

50

50

計 100 50 200 200

50 400共通テスト 100 ◆50 100 100

450

個別学力検査等 100 100 150 350

共通テスト 100 ◆50 100 100 100

800計 100 50 200 200 250



工学部

前期 国語 国語 数学 数学（理系）

75人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１ 理科 物理と化学

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理と

後期 （化学，生物，地学から１）の２ 数学 数学（理系）

16人

外国語 英，独，仏，中，韓から１

[５教科７科目]

前期 国語 国語 数学 数学（理系）

46人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，現社，倫・政経から１ 理科 物理と化学

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理と化学

後期 数学 数学（理系）

15人 外国語 英

[５教科７科目]

前期 国語 国語 数学 数学（理系）

73人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１ 理科 物理と化学

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理と化学

外国語 英，独，仏，中，韓から１

[５教科７科目]

後期 国語 国語 数学 数学（理系）

18人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１

数学 数Ⅰ・数Ａと

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理と化学

外国語 英

[５教科７科目]

【注】〔大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等〕欄

① 　◆印は，２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を用います。

② 大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100点満点）を160点満点，リスニング（100点満点）を40点満点に換算し，合計得点200点

満点を学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100点満点）を200点満点に換算したうえで，

学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。

550

建
築
学
科

市
民
工
学
科 170

個別学力検査等 250

300

500

800

300個別学力検査等 300

170 800計 100 50 330 150

500共通テスト 100 ◆50 30 150

50 300 150 200 800

100 ◆50 50 50

800計 100 50 250 200

学力検査
等の日程
及び募集

人員
科目名等

学
科
名

500

50 300

800

共通テスト 100 ◆50 50 550

計 100 50

共通テスト

250

計 100

配点
合計

大学入学共通テストの利用教科・科目名

300共通テスト 100 ◆50 50 50

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

試験の
区　分

国語
地歴
公民

数学 理科 外国語 小論文 実技等 面接等

200 150 150

教科等

個　別　学　力　検　査　等

教科等 科目名等

500

50

個別学力検査等 200

250 200 200

150 200

個別学力検査等

150

200

150

計 100 50 250 200 200

共通テスト

個別学力検査等

計

250

100 ◆50 50 200 150

電
気
電
子
工
学
科

250

100 50 300 200 150 800

共通テスト 100 ◆50 50 50 50

個別学力検査等 200 150 150



工学部

前期 国語 国語 数学 数学（理系）

88人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１ 理科 物理と化学

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理と化学

外国語 英

[５教科７科目]

後期 国語 国語 数学 数学（理系）

13人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１

数学 数Ⅰ・数Ａと

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理と化学

外国語 英

[５教科７科目]

前期 国語 国語 数学 数学（理系）

85人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１ 理科 物理と化学

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理，化学，生物から２

後期 数学 数学（理系）

18人 外国語 英，独，仏，中，韓から１

[５教科７科目]

前期 国語 国語 数学 数学（理系）

90人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１ 理科 物理と化学

数学 数Ⅰ・数Ａと 外国語 英

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理と化学

外国語 英，独，仏，中，韓から１

[５教科７科目]

後期 国語 国語 数学 数学（理系）

15人
地歴，
公民

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ，倫・政経から１

数学 数Ⅰ・数Ａと

（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）の２

理科 物理と

（化学，生物から１）の２

外国語 英，独，仏，中，韓から１

[５教科７科目]

【注】〔大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等〕欄

① 　◆印は，２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を用います。

② 大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100点満点）を160点満点，リスニング（100点満点）を40点満点に換算し，合計得点200点

満点を学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100点満点）を200点満点に換算したうえで，

学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。
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425個別学力検査等 150 150 125

800

共通テスト 80 ◆40

375共通テスト 125 ◆75 50 50

計 80 40 230 230 220

160

大学入学共通テストの利用教科・科目名

教科等 科目名等

学
科
名

学力検査
等の日程
及び募集

人員

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

試験の
区　分

国語
地歴
公民

数学 理科 外国語 小論文 実技等 面接等
配点
合計

個　別　学　力　検　査　等

教科等 科目名等

270

個別学力検査等 180 180 170 530

共通テスト 80 ◆40 50 50 50

480

個別学力検査等 320 320

800計 80 40 160360 160

共通テスト

個別学力検査等

計

50 ◆50 50 50

50 50 250 250

共通テスト 50 ◆50 50 200 150 500

50 250

200 200

300

550

200 800

800

個別学力検査等 300

計 50 50 350 200 150



海洋政策科学部（仮称）

教科等 科目名等 教科等 科目名等
試験の
区分

国語
地歴
公民

数学 理科
外国
語

小論文 実技等 面接等 
配点
合計

共通テスト 125 75 100 100 100 500

個別学力検査等 150 200 150 500

計 125 75 250 300 250 1000

共通テスト 100 100 100 100 100 500

個別学力検査等 150 150 200 500

計 250 100 250 100 300 1000

共通テスト 125 75 100 200 100 600

個別学力検査等 200 200 400

計 125 75 300 200 300 1000

【注】〔大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等〕欄

     ①大学入学共通テストの「地歴、公民」と「理科」の配点等については、以下の通りです。

　　　　　１）　理系科目重視型受験において，「地歴，公民」から２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を用います。

　　　　　２）　文系科目重視型受験において，「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２科目と「物理」「化学」「生物」「地学」から１科目の計３科目を受験した場合は，

　　　　　　「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２科目の合計点，又は「物理」「化学」「生物」「地学」から１科目の得点のうち，高得点の成績を用います。

　　　　　３）　文系科目重視型受験において，「物理」「化学」「生物」「地学」から２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を用います。

 　　②大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100点満点）を160点満点，リスニング（100点満点）を40点満点に換算し，合計得点200点

　　　満点を学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100点満点）を200点満点に換算したうえで，

　　　学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。
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受
験
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分

大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等

海
洋
政
策
科
学
科

前期
145人

国語
世B, 日B, 地理B,  倫・政経から1
数I・ 数Aと
  (数II・数B,簿,情報から1)の2
物理と
  (化学, 生物, 地学から1)の2
英, 独, 仏, 中, 韓から1
　　　　　　　　　　　　[5教科7科目]

数学

理科

外国語

数学(理系)

物理と(化学, 生物, 地学
から1)の2

英

大学入学共通テスト の利用教科・科目名 個 別 学 力 検 査 等

理
系
科
目
重
視
型

115人

国語

地歴, 
公民

数学

理科

外国語

文
系
科
目
重
視
型

30人

後期
40人

国語
世B, 日B, 地理B, 倫・政経から2
数I・ 数Aと
  (数II・数B,簿,情報から1)の2
(物基, 化基, 生基, 地基から2)又は
  (物, 化, 生, 地から1)
英, 独, 仏, 中, 韓から1
　　[5教科8科目または5教科7科目]

設置計画申請準備中

※新学部の設置については，文部科学省への設置計画申請に向けて協議中のため，学部・学科の名称，入学者選抜方法等については，
あくまで予定であり，今後変更することがあります。

国語

数学

外国語

国語（古文，漢文を除く）

数学(文系)

英

理
系
科
目
重
視
型

40人

国語
世B, 日B, 地理B,  倫・政経から1
数I・ 数Aと
  (数II・数B,簿,情報から1)の2
物理と
  (化学, 生物, 地学から1)の2
英, 独, 仏, 中, 韓から1
　　　　　　　　　　　　[5教科7科目]

数学

外国語

数学(理系)

英



◎総合型選抜（現行のアドミッション・オフィス入試）

学部・学科名等 国際人間科学部環境共生学科『理数系科目受験』 

募集人員 ３人 

出願資格及び 
出願要件 

【出願資格】 
次のいずれかに該当する者 

（１）高等学校又は中等教育学校を2021年３月までに卒業又は卒業見込みの者 
（２）通常の課程による12年の学校教育を2021年３月までに修了又は修了見込みの 者 
（３）学校教育法施行規則第150条の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められる者及び2021年３月31日までにこれに該当する見込みの者 
（次のア～カの一に該当する者） 
ア 外国において，学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者

で文部科学大臣が指定したもの
イ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者
ウ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科
学大臣が定める日以後に修了した者

エ 文部科学大臣の指定した者（昭和23年５月31日文部省告示第47号）
オ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学

校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学
入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格し
た者を含む。）

カ 神戸大学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者で，2021年３月31日までに満18歳に達するもの

【出願要件】 
次のすべての要件を満たす者 

（１）環境共生学科環境自然科学プログラムまたは環境数理科学プログラムでの勉学を
強く志望し，合格した場合は入学することを確約できる者 

（２）2021年度大学入学共通テストで環境共生学科が指定する２教科４科目を受験する
者 

大学入学共通テストの利用教科・科目名 

教科名 科目名 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」と「数学Ⅱ・数学Ｂ」の２ 

理科 「物理」「化学」「生物」「地学」から２ 

入試方法等 

入学者の選抜は，第１次選抜【書類審査（調査書，志望理由書，活動報告書，学業等
評価書）】，第２次選抜【面接・口頭試問】，大学入学共通テストの成績によって行い
ます。 

第１次選抜合格者のみに対して面接・口頭試問を行い，第２次選抜合格者の判定は，
第２次選抜の成績のみで行います。 

第２次選抜合格者のうち，環境共生学科が指定した大学入学共通テストの教科・科目
の成績の合計点が320点以上（400点満点）の上位の者から最終合格者を決定します。 

試験の区分 数学 理科 その他 合計 

書類審査 100 

面接・口頭試問 100 

大学入学共通テスト 200 200 400 

別紙３ 



 

第１次選抜方法 

【選抜方法】 
書類審査（「調査書」，「志望理由書」，「活動報告書」，「学業等評価書」）によ

り行います。書類審査では，「知識・技能」「判断力・表現力」「主体性・協働性」 
「関心・意欲」を評価します。 

第１次選抜の合格者数は，定員の２倍程度とします。 

第２次選抜方法 

【選抜方法】 

第１次選抜合格者のみに対して「面接・口頭試問」を行います。 

「面接・口頭試問」では，国際人間科学部を志望した理由，入学後の修学計画や，学

びたい専門分野，ならびに理数系科目の重要概念などに関する質疑・応答を行います。

それにより，志願者の「知識・技能」「判断力・表現力」「主体性・協働性」「関心・

意欲」を評価します。 

最終選抜方法 

【選抜方法】 

第２次選抜合格者に対して，大学入学共通テストの得点により最終選抜を行います。

大学入学共通テストにより志願者の「知識・技能」を評価します。 

 

 



 

◎総合型選抜（現行のアドミッション・オフィス入試） 

学部・学科名等 理学部生物学科 

募集人員 ３人 

出願資格及び  
出願要件 

【出願資格】 
次のいずれかに該当する者 

（１）高等学校又は中等教育学校を2018年４月から2021年３月までに卒業又は卒業見
込みの者 

（２）通常の課程による12年の学校教育を2018年４月から2021年３月までに修了又は
修了見込みの者 

（３）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外
教育施設の当該課程を2018年４月から2021年３月までに修了又は修了見込みの
者 

 
【出願要件】 
次のすべての要件を満たす者 

（１）理学部生物学科での勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確約す
る者 

（２）2021年度大学入学共通テストで生物学科が指定する５教科７科目を受験する者
（下記参照） 

 
大学入学共通テストの利用教科・科目名 

教科名 科 目 名 

国語 「国語」 

外国語 「英語」 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」と「数学Ⅱ・数学Ｂ」の２ 

地理歴史，公民 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「倫理，政治・経済」から１ 

理科 「物理」「化学」「生物」「地学」から２ 
 
【注１】「英語」については，「リーディング」と「リスニング」を課します。 
 
（３）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者 

入試方法等 

入学者の選抜は，「書類審査」「小論文」「面接・口頭試問」「大学入学共通テス
トの成績」の結果に基づき，第１次選抜，第２次選抜及び最終選抜において段階的に
合格者を決定します。第１次選抜において「書類審査」を行い，第１次選抜合格者の
みに対して「小論文」「面接・口頭試問」を行います。第２次選抜合格者に対して，
出願要件で指定した大学入学共通テスト５教科７科目の得点の合計により最終合格
者を決定します。 

【注２】①大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100 点満点）を 160 点
満点，リスニング（100点満点）を 40点満点に換算し，合計得点 200点満点を，学部・学科等が定め

ている満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100
点満点）を 200点満点に換算したうえで学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。 

②大学入学共通テストの「地理歴史,公民」で２科目を受験した場合は,第１解答科目の成績を用います。 

 

試験の区分 国語 外国語 数学 地歴，公民 理科 その他 合計 

書類審査      100 100 

小論文      300 300 

面接・口頭試問      200 200 

大学入学共通テスト 200 200 200 100 200 - 900 



 

第１次選抜方法 
及び結果通知 

【選抜方法】 
「書類審査」を行い，第1次選抜合格者を決定します。「書類審査」では，調査書，

志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「判断力・表現力」「主体性
・協働性」「関心・意欲」を評価します。 

第２次選抜方法 

【選抜方法】 
第1次選抜合格者に対して，「小論文」「面接・口頭試問」を課し，その結果を総合

して第2次選抜合格者を決定します。  
「小論文」では，生物学を題材にした文章を与えて記述式の解答をさせます。そこか
ら志願者の「知識 ・技能」「思考力・表現力」を評価します。  
「面接・口頭試問」では，志望理由書に記載されている内容や小論文の内容, 生物学

などに関する質疑・応答を行います。そこから志願者の「判断力・表現力」「主体性・
協働性」「関心・意欲」を評価します。 

 

 

最終選抜 

 
【選抜方法】 

第２次選抜合格者に対して，大学入学共通テストの得点により最終選抜を行い，最

終合格者を決定します。大学入学共通テストの得点により志願者の「知識・技能」を

評価します。 



 

◎総合型選抜（現行のアドミッション・オフィス入試） 

学部・学科名等 理学部惑星学科 

募集人員 ２人 

出願資格及び  
出願要件 

【出願資格】 
次のいずれかに該当する者 

（１）高等学校又は中等教育学校を2018年４月から2021年３月までに卒業又は卒業見
込みの者 

（２）通常の課程による12年の学校教育を2018年４月から2021年３月までに修了又は
修了見込みの者 

（３）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外
教育施設の当該課程を2018年４月から2021年３月までに修了又は修了見込みの
者 

 
【出願要件】 
次のすべての要件を満たす者 

（１）理学部惑星学科での勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確約す
る者 

（２）2021年度大学入学共通テストで惑星学科が指定する５教科７科目を受験する者
（下記参照） 

 
大学入学共通テストの利用教科・科目名 

教科名 科 目 名 

国語 「国語」 

外国語 「英語」 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」と「数学Ⅱ・数学Ｂ」の２ 

地理歴史，公民 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「倫理，政治・経済」から１ 

理科 「物理」「化学」「生物」「地学」から２ 
 

【注１】「英語」については，「リーディング」と「リスニング」を課します。 
 

（３）数ⅡⅢ，数ＡＢ（理数科にあっては，理数数学ⅠⅡ及び理数数学特論）を履修
している者 
※上記科目を高等学校等で履修できない場合は，個別に判断します。 

（４）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者 



 

入試方法等 

入学者の選抜は，「書類審査」「小論文」「面接・口頭試問」「大学入学共通テス
トの成績」の結果に基づき，第１次選抜，第２次選抜及び最終選抜において段階的に
合格者を決定します。第１次選抜において「書類審査」を行い，第１次選抜合格者の
みに対して「小論文」「面接・口頭試問」を行います。第２次選抜合格者に対して，
出願要件で指定した大学入学共通テスト５教科７科目の得点の合計により最終合格
者を決定します。 

【注２】①大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100 点満点）を 160 点
満点，リスニング（100点満点）を 40点満点に換算し，合計得点 200点満点を，学部・学科等が定め
ている満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100

点満点）を 200点満点に換算したうえで学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。 
②大学入学共通テストの「地理歴史,公民」で２科目を受験した場合は,第１解答科目の成績を用います。 
 

試験の区分 国語 外国語 数学 地歴，公民 理科 その他 合計 

書類審査      100 100 

小論文      300 300 

面接・口頭試問      200 200 

大学入学共通テスト 200 200 200 100 200  900 

第１次選抜方法 
及び結果通知 

【選抜方法】 
「書類審査」を行い，第１次選抜合格者を決定します。「書類審査」では，調査書,

志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「判断力・表現力」「主体性
・協働性」「関心・意欲」を評価します。 

第２次選抜方法 

【選抜方法】 
第１次選抜合格者に対して，「小論文」「面接・口頭試問」を課し，その結果を総

合して第2次選抜合格者を決定します。  
「小論文」では，科学や自然などを題材にした文章を与えて記述式の解答をさせま

す。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・表現力」を評価します。  
「面接・口頭試問」では，志望理由書に記載されている内容や小論文の内容，自然

科学などに関する質疑・応答を行います。そこから志願者の「判断力・表現力」「主
体性・協働性」「関心・意欲」を評価します。 

 

 

最終選抜 

 
【選抜方法】 

第２次選抜合格者に対して，大学入学共通テストの得点により最終選抜を行い，最

終合格者を決定します。大学入学共通テストの得点により志願者の「知識・技能」を

評価します。 

 

 



 

◎学校推薦型選抜（現行の推薦入試） 

学部・学科名等 国際人間科学部グローバル文化学科 

募集人員 １０人 

出願資格及び 
出願要件並びに 
推薦人員 

 
【出願資格】 

高等学校又は中等教育学校（以下「高等学校等」という。）を2019年４月から2021
年３月までに卒業又は卒業見込みの者 
【出願要件】 

次のすべての要件を満たす者 
（１）学力のみならず人物，能力，資質等において特に優れ，グローバル文化学科のア

ドミッション・ポリシーに照らして，高等学校等の長が責任をもって推薦する者 
（２）出願時に有効なTOEFL iBTのスコア65以上もしくはIELTS6.0以上のスコアをもつ

者（ただし，2021年３月31日以前に有効期限が切れないこと） 
（３）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者 
（４）グローバル文化学科での勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確

約できる者 
（５）2021年度大学入学共通テストでグローバル文化学科が指定する５教科７科目又

は５教科８科目又は６教科７科目又は６教科８科目を受験する者（下記参照） 
「TOEFL iBT」「IELTS」のスコア提出方法は，7月上旬に公表の学生募集要項でご確
認ください。 

 
大学入学共通テストの利用教科・科目名 

教科名 科目名 

国語 「国語」 

外国語 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から１  

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」と 
（「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」から１）の２  

地理歴史，公民 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「倫理，政治・経済」から２ 

理科 
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２ 

又は 
「物理」「化学」「生物」「地学」から１ 

 
【注１】①「簿記・会計」，「情報関係基礎」を選択解答できる者は，高等学校又は中等教育学校において，

これらの科目を履修した者（「情報関係基礎」においては，専門教育を主とする農業，工業，商

業，水産，家庭，看護，情報及び福祉の８教科に設定されている情報に関する科目を履修した者）
及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程の修了（見込み）者に限ります。 

②「英語」については，「リーディング」と「リスニング」を課します。 

 
【推薦人員】 
各高等学校等から推薦できる者は，１校当たり２人以内とします。 

入試方法等 

【第１次選抜】調査書・志望理由書・活動報告書・推薦書による書類審査及び「TOEFL iBT

または IELTSスコア」により行います。 

 

【最終選抜】第１次選抜合格者のみに対して，「面接・口頭試問」を行います。最終選

抜は，第１次選抜の得点（450点満点），「面接・口頭試問」の得点（150点満点），

及び大学入学共通テストの成績（400 点満点）の合計点（1000 点）により決定しま

す。 



 

 
 
【注２】①大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100 点満点）を 160 点満

点，リスニング（100点満点）を 40点満点に換算し，合計得点 200点満点を，学部・学科等が定めてい
る満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100 点満
点）を 200点満点に換算したうえで学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。 

 
②大学入学共通テストの「理科」の配点等については，以下のとおりです。 

  １）「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２科目と「物理」「化学」「生物」「地

学」から１科目の計３科目を受験した場合は，「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
から２科目の合計点，又は「物理」「化学」「生物」「地学」から１科目の得点のうち，高得点の成
績を用います。 

   ２）「物理」「化学」「生物」「地学」から２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を用います。 
 
 

試験の区分 国語 外国語 数学 地歴，公民 理科 その他 合計 

書類審査      50 50 

TOEFL iBTまたは

IELTS 
     400 400 

面接・口頭試問      150 150 

大学入学共通テスト 100 60 80 120 40  400 

第１次選抜方法 
 

【選抜方法】 

調査書・志望理由書・活動報告書・推薦書による書類審査及び「TOEFL iBTまたは IELTS

スコア」により行います。 
書類審査では，調査書，志望理由書，活動報告書，推薦書から「知識・技能」「思

考力・判断力・表現力」「主体性・協働性」「関心・意欲」を評価します。TOEFL iBT
またはIELTSスコアでは，受験生の英語の４技能（「読む（Reading)」「書く（Writin
g)」「聞く（Listening)」「話す（Speaking)」）の能力を評価します。 
 

最終選抜方法 
 

【選抜方法】 
第１次選抜合格者のみに対して，面接・口頭試問を行います。最終選抜の合格者は

第１次選抜の得点（450点満点），面接・口頭試問の得点（150点満点），及び大学入
学共通テストの成績（400点満点）の合計点（1000点）により決定します。 

面接・口頭試問では，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体
性・協働性」「関心・意欲」を評価します。大学入学共通テストでは，志願者の「知
識・技能」を評価します。 



 

◎学校推薦型選抜（現行の推薦入試） 

学部・学科名等 経営学部 

募集人員 ４０人 

出願資格及び 
出願要件並びに 
推薦人員 
 

【出願資格】 
高等学校又は中等教育学校（以下「高等学校等」という。）を2020年４月から2021

年３月までに卒業又は卒業見込みの者 
 

【出願要件】 
次のすべての要件を満たす者 

（１）学力のみならず人物，能力，資質等において特に優れ，経営に関する多方面の
専門知識を修得する意欲に富む学生として，高等学校等の長が責任をもって推薦
する者 

（２）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者 
（３）合格した場合，入学することを確約できる者 
（４）2021年度大学入学共通テストで経営学部が指定する５教科７科目又は 

５教科８科目又は６教科７科目又は６教科８科目を受験する者（下記参照） 
 

大学入学共通テストの利用教科・科目名 

教科名 科 目 名 

国語 「国語」 

外国語 「英語」 

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」と 
（「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」から１）の２ 

地理歴史，公民 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「倫理，政治・経済」から２ 

理科 
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２ 

又は 
「物理」「化学」「生物」「地学」から１ 

 
【注１】①「簿記・会計」，「情報関係基礎」を選択解答できる者は，高等学校又は中等教育学校において，

これらの科目を履修した者（「情報関係基礎」においては，専門教育を主とする農業，工業，商
業，水産，家庭，看護，情報及び福祉の８教科に設定されている情報に関する科目を履修した者）

及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程の修了（見込み）者に限ります。 
②「英語」については，「リーディング」と「リスニング」を課します。 

 
【推薦人員】 

各高等学校等から推薦できる者は，１校当たり１人とします。 

入試方法等 

高等学校等の長の推薦に基づき，推薦書・調査書・自己推薦書の内容及び大学入学

共通テストの成績を総合して入学者の選抜を行います。個別学力検査は，免除します。 

 
【注２】①大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100 点満点）を 160 点満

点，リスニング（100点満点）を 40点満点に換算し，合計得点 200点満点を，学部・学科等が定めてい

る満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100 点満
点）を 200点満点に換算したうえで学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。 

②大学入学共通テストの「理科」の配点等については，以下のとおりです。 

  １）「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から２科目と「物理」「化学」「生物」「地
学」から１科目の計３科目を受験した場合は，「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
から２科目の合計点，又は「物理」「化学」「生物」「地学」から１科目の得点のうち，高得点の成

績を用います。 

   ２）「物理」「化学」「生物」「地学」から２科目を受験した場合は，第１解答科目の成績を用います。 

 

試験の区分 国語 外国語 数学 地歴，公民 理科 合計 

大学入学共通テスト 200 200 200 200 100 900 

書類審査      100 



 

選抜方法 
 

【選抜方法】 

書類審査（推薦書・調査書・自己推薦書の内容の審査）及び大学入学共通テストの成

績を総合して入学者の選抜を行います。 
書類審査では，推薦書，調査書，自己推薦書の内容に基づき，「知識・技能」「思

考力・判断力・表現力」「主体性・協働性」を評価します。 
 

 



 

◎学校推薦型選抜（現行の推薦入試） 

学部・学科名等 医学部保健学科作業療法学専攻（新規） 

募集人員 ３人 

出願資格及び 
出願要件並びに 
推薦人員 
 

【出願資格】 
高等学校又は中等教育学校（以下，「高等学校等」という。）を2019年４月から202

1年３月までに卒業又は卒業見込みの者 
 

【出願要件】 
次のすべての要件を満たす者 

（１）学力のみならず人物，能力，資質等において特に優れ，医学部保健学科のアド
ミッション・ポリシーに照らして，高等学校等の長が責任をもって推薦する者 

（２）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者 
（３）医学部保健学科作業療法学専攻での勉学を強く志望し，合格した場合は必ず入

学することを確約できる者 
（４）2021年度大学入学共通テストで医学部保健学科作業療法学専攻が指定する３教

科４科目に該当する科目を受験する者 
 

 
大学入学共通テストの利用教科・科目名 

教科名 科目名 

国語 「国語」 

外国語 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から１ 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」と 

（「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」から１）の２ 
【注１】①「簿記・会計」，「情報関係基礎」を選択解答できる者は，高等学校又は中等教育学校において，

これらの科目を履修した者（「情報関係基礎」においては，専門教育を主とする農業，工業，商
業，水産，家庭，看護，情報及び福祉の８教科に設定されている情報に関する科目を履修した者）
及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程の修了（見込み）者に限ります。 

②「英語」については，「リーディング」と「リスニング」を課します。 

 
【推薦人員】 

各高等学校等から推薦できる者は，１校当たり２人以内とします。 

入試方法等 

高等学校等の長の推薦に基づき，書類審査，面接・口頭試問及び大学入学共通テス

トの成績を総合して行います。 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
【注２】①大学入学共通テストの「外国語」における「英語」の成績は，リーディング（100 点満点）を 160 点満

点，リスニング（100点満点）を 40点満点に換算し，合計得点 200点満点を，学部・学科等が定めてい

る満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者については，リーディング（100 点満
点）を 200点満点に換算したうえで学部・学科等が定めている満点（配点）に換算します。 

試験の区分 国語 外国語 数学 その他 合計 

大学入学共通テスト 100 100 100  300 

書類審査    100 100 

面接・口頭試問    100 100 

選抜方法 
 

【選抜方法】 

高等学校等の長の推薦に基づき，書類審査，面接・口頭試問及び大学入学共通テス

トの成績を総合して行います。 
「書類審査」では，調査書，志望理由書，推薦書から志願者の「関心・意欲」「知

識・技能」「判断力・表現力」「主体性・協働性」を，「面接・口頭試問」では，志
願者の「関心・意欲」「知識・技能」「判断力・表現力」「主体性・協働性」を， 
「大学入学共通テスト」では，志願者の「知識・技能」をそれぞれ評価します。 
 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜）

国際人間科学部 環境共生学科 

◆募集人員 ７人 

◆出願資格

次のいずれかを満たすもの 
（１）高等学校又は中等教育学校を 2018 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。
（２）通常の課程による12年の学校教育を2018年４月から2021年３月までに修了又は修了見込みの者。

◆出願要件

次の全てを満たすもの 

（１）国際人間科学部環境共生学科環境自然科学プログラムあるいは環境数理科学プログラムでの勉学を強

く志望し，合格した場合は入学することを確約できる者。 

（２）数学Ⅱ・数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，理数数学特論）及

び理科（物理，化学，生物，地学（理数科にあっては理数物理，理数化学，理数生物，理数地学）から２

科目以上）を履修し単位を修得しているか，又は入学時までに単位を修得見込みの者 

※上記科目を高等学校等で履修できない場合は，個別に判断します。

◆提出書類

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の 

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書

所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

次のいずれか１つ又は複数の項目に該当する書類を含めて提出してください。 

（１）国際レベル又は日本全国レベルの学会や科学コンクール等における受賞等を証明す

る書類 

（２）学術雑誌等に発表した研究論文の写し

（３）高等学校等で行った理数系の課題研究や自然科学的あるいは数理科学的研究活動の

内容をまとめた論文の写し 

◆選抜方法

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「ポスタープレゼンテーション」「面接

・口頭試問・小論文」の結果に基づき，第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 終選

抜合格者の判定は， 終選抜の成績のみで選抜します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の2021

年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 



【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選抜

合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現

力」「主体性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，環境共生学を学ぶ上で必要な理科・数学に関

する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主と

した出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して，プレゼンテーション要旨の事前提出及びプレゼンテーション用ポスターの持参を

求め， 終選抜を行います。 

終選抜では，「ポスタープレゼンテーション」「面接・口頭試問・小論文」を課します。 終選抜合格者の判

定は， 終選抜の成績のみで選抜します。 

「ポスタープレゼンテーション」では，活動報告書に基づくプレゼンテーションを課し，志願者の「知識・技

能」「思考力・判断力・表現力」「関心・意欲」を評価します。 

「面接・口頭試問・小論文」では，国際人間科学部を志望した理由，入学後の修学計画や，学びたい専門分野

について自然科学的あるいは数理科学的な内容を含む質疑応答と，自然科学的あるいは数理科学的研究活動に関

する小論文により志願者の「判断力・思考力」「主体性・協働性」「関心・意欲」を評価します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 100点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 150点 

総合問題（理系） 350点 

合否判定 600点 

最終選抜 

ポスタープレゼンテーション 100点 
神戸大学 

国際人間科学部 
面接・口頭試問・小論文 50点 

合否判定 150点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

法学部 

◆募集人員                   ３人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を2020年４月から2021年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による12年の学校教育を2020年４月から2021年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次のすべてを満たすもの 

（１）法学部での勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確約する者。 

（２）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の 

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 

所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

※活動報告書の記載内容を客観的に証明する書類を併せて提出してください。 

例えば，社会貢献活動，国際的活動，リーダーシップ経験（生徒会長等），高等学校等 

でおこなった課題研究，全国レベルの大会の入賞等の活動等を証明する書類や,高い外 

国語能力を証明する書類（TOEFL iBT,TOEIC L&R, TOEIC S&W,IELTS,実用英語技能検定, GTEC 

CBT, TestDaF, DALF, HSK等）を提出してください。 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（文系）」「総合問題（文系）」「面接・口頭試問」の結果に基づき，第

１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の2021

年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 



【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（文系）」「総合問題（文系）」を課し，その結果を総合して第１次選抜

合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現

力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（文系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（文系）」では，高等学校全般の学習を前提として，法学・政治学を学ぶ上で必要な日本語や英語の

読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主とした出題をします。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「面接・口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果を総合して 終合格者を決定しま

す。 

「面接・口頭試問」では，提出書類を参考に質疑応答を行い，そこから志願者の「思考力・判断力・表現力」

「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 100点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（文系） 200点 

総合問題（文系） 400点 

合否判定 700点 

最終選抜 
面接・口頭試問 400点 神戸大学 

法学部 合否判定 1100点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

工学部 市民工学科 
◆募集人員                  ２人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2020 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を 2020 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次の（１）～（４）のすべてを満たすもの 

（１）工学部市民工学科での勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確約できる者。 

（２）数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学Ａ・数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ・理数数学Ⅱ・理数数学特論）及び

理科の物理・化学（理数科にあっては，理数物理・理数化学）を履修しているか，又は入学時までに単

位を修得見込みの者。 

※上記科目を高等学校等で履修できない場合は，個別に判断します。 

（３）調査書の数学，理科それぞれの学習成績の状況が4.2以上の者。 

（４）自然科学分野における国内外の活動・事業に参加し，顕著な貢献をした者（2018年４月１日以降の業績

に限る)。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 

所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

次の項目に該当する書類を含めて提出してください。 

・自然科学分野における国内外での活動・事業への参加に関する内容を含んだ証明書類

等（2018年４月１日以降の業績に限る) 

・学修計画書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「小論文」「演習」「面接・口頭試 

問」の結果に基づき第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の 

2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選

抜合格者を決定します。 



「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願

者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，市民工学を学ぶ上で必要な理科・数学に関す

る基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主と

した出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して，学修計画書の提出を求め， 終選抜を行います。 

終選抜では，「小論文」「演習」「面接・口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果を総合して

終合格者を決定します。 

「小論文」では，市民工学に関する問題について，自身の考えを論述させ，志願者の「知識・技能」「思考

力・表現力」を評価します。 

「演習」では，市民工学の力学系基礎科目又は，数理統計および数理 適化を中心とした土木計画系基礎科

目について，ミニ講義を行った後，演習問題を提示して解答させます。そこから志願者の「知識・技能」， 

「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「面接・口頭試問」では，志望理由書，活動報告書，学修計画書を参考に，志望理由やこれまでの活動内容

について質疑応答を行い，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」

を評価するとともに，市民工学科への入学適性について判断します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 100点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 150点 

総合問題（理系） 350点 

合否判定 600点 

最終選抜 

小論文 200点 

神戸大学 

工学部 

演習 200点 

面接・口頭試問 200点 

合否判定 1200点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

工学部 電気電子工学科 
◆募集人員                ２人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2020 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を 2020 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次のすべてを満たすもの 

（１）工学部電気電子工学科での勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確約できる者。 

（２）数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学Ａ・数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ・理数数学Ⅱ・理数数学特論）及び理

科の物理・化学（理数科にあっては，理数物理・理数化学）を履修し単位を修得しているか，又は入学時ま

でに単位を修得見込みの者。 

   ※上記科目を高等学校等で履修できない場合は，個別に判断します。 

（３）調査書の全体の学習成績の状況が4.0 以上であり，かつ数学・理科それぞれの学習成績の状況が4.5以上の

者。 

（４）自然科学分野における，特筆すべき資質・能力を有することを示す書類を提出できる者。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の 

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 

所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

自然科学分野における，特筆すべき資質・能力を客観的に示す書類を含めて提出してくださ

い。 

例えば，自然科学分野での，「社会貢献活動」「国際的活動」「学術論文」「全国レベルの大会

の入賞」や，「数学・物理オリンピック」「高校生科学技術チャレンジ」「日本学生科学賞」

などの活動等です。必要に応じて英語の成績を証明する書類（TOEFL iBTやTOEIC L&Rのスコ

ア，実用英語技能検定の取得状況等）も含めてください。 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「プレゼンテーション・口頭試問」の結果に

基づき，第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の 

2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

 

 



【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選抜

合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現

力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，電気電子工学を学ぶ上で必要な理科・数学に

関する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主

とした出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「プレゼンテーション・口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果を総合して 終合

格者を決定します。 

「プレゼンテーション」では，志望理由書，活動報告書に基づくプレゼンテーションを課し，それに関する質

疑応答を行うことで志願者の「表現力」「主体性・多様性」を評価するとともに，「口頭試問」では，数学及び物

理について出題し，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力」及び科学技術分野での活躍を期待させる「意欲」

を有するかを評価します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 100点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 150点 

総合問題（理系） 350点 

合否判定 600点 

最終選抜 
プレゼンテーション・口頭試問 600点 神戸大学 

工学部 合否判定 1200点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

工学部 機械工学科 
◆募集人員                   ２人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2019 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を 2019 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次の（１）と（２）を満たし，かつ（３）～（７）のいずれかを満たすもの 

（１） 工学部機械工学科での勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確約できる者 

（２） 数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学Ａ・数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ・理数数学Ⅱ・理数数学特論）及び理

科の物理・化学（理数科にあっては，理数物理・理数化学）を履修し単位を修得しているか，又は入学時

までに単位を修得見込みの者 

※上記科目を高等学校等で履修できない場合は，個別に判断します。 

（３）調査書の数学と理科の全ての科目の学習成績の状況を合算しその個数で割った値(平均値)が4.5以上の者 

（４）高等学校等において，数学，物理学，化学，生物学，地学等の自然科学分野において優れた自由研究を行 

い，次のいずれかに該当（予定の者も含む）する者（2018年４月１日以降の経験に限る） 

１．スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会（文部科学省，国立研究開発法人科学技術振興機構主 

催）の出場者 

２．国際数学オリンピック又は日本数学オリンピック本戦の出場者 

３．国際物理オリンピック又は全国物理コンテスト第２チャレンジの出場者 

（５）実用英語技能検定準１級以上を取得した者（2018年４月１日以降受験分の取得に限る) 

（６）TOEIC L&Rで750点以上を取得した者（2018年４月１日以降受験分のスコアに限る） 

なお，団体受験用のTOEIC IPテストは認めません。 

（７）TOEFL iBTで80点以上を取得した者(出願時において有効期限内のスコアに限る) 

なお，TOEFL ITP，TOEFL PBT，TOEFL CBTは認めません。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の 

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 

所定の様式で志願者本人が作成したもの 

次のいずれか１つ又は複数の項目に該当する書類を含み提出してください。 

（１） スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に出場したことが証明できる書類 

（2018年４月１日以降の経験に限る） 

注：（１）を提出した志願者については,第１次選抜合格後に研究要旨，研究の概要，研 

究に対する志願者の貢献度について本人が作成したもの（任意様式）を提出いただき 



面接の際の参考資料とします。 

（２） 国際レベル又は日本全国レベルの科学的な大会の入賞等を証明する書類 

（2018年４月１日以降の経験に限る） 

（３） 実用英語技能検定準１級以上を取得した者は合格証明書（和文） 

（2018年４月１日以降の経験に限る） 

（４） TOEIC L&Rで750点以上を取得した者は成績を証明する書類 

（2018年４月１日以降の経験に限る） 

（５）TOEFL iBTで80点以上を取得した者はTOEFL iBTの成績を証明する書類 

(出願時において有効期限内のスコアに限る) 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）及び（機械）」「プレゼンテーション」 

「面接・口頭試問」の結果に基づき，第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の 

2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選抜

合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現

力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，電気電子工学を学ぶ上で必要な理科・数学に

関する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主

とした出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「総合問題（機械）」「プレゼンテーション」「面接・口頭試問」を課し，第１次選抜及び  

終選抜の結果を総合して 終合格者を決定します。 

「総合問題（機械）」では，数学及び物理の基礎知識を必要とする総合問題を出題し，それに対する解答を通 

じて「数物系科目の基礎学力」を評価します。「プレゼンテーション」では，予め与えた課題に対する発表によ 

り志願者の「知識・専門性」「思考力・表現力」を評価します。「面接・口頭試問」では，面接により志願者の 

「主体性・好奇心・意欲」を評価するとともに，口頭試問により「知識・技能」「思考力・判断力・洞察力」を 

評価します。 

 

 

 

 

 

 

 



選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 100点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 150点 

総合問題（理系） 350点 

合否判定 600点 

最終選抜 

総合問題（機械） 300点 

神戸大学 

工学部 

プレゼンテーション 100点 

面接・口頭試問 200点 

合否判定 1200点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

工学部 応用化学科 
◆募集人員                  ３人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2020 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を 2020 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次の（１）を満たし，かつ（２）～（６）のいずれかを満たすもの 

（１）工学部応用化学科での勉強を強く志望し，合格した場合は入学することを確約できる者 

（２）調査書の英語・数学・化学（理数科にあっては，理数化学）・物理（理数科にあっては，理数物理）のそれ

ぞれの学習成績の状況を合算しその個数で割った値が4.0以上の者 

（３）高等学校等において，数学・物理・化学・生物・地学などの自然科学分野において優れた自由研究を行 

い，次のいずれかに該当（予定の者も含む）する者（2018年４月１日以降の経験に限る） 

１．スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会（文部科学省，国立研究開発法人科学技術振興機構 

（以下，JST）主催）の出場者 

２．次のJST次世代人材育成事業「国際科学技術コンテスト支援事業」で支援される教科系コンテストの 

出場者 

・日本数学オリンピック本戦出場者 

・化学グランプリ二次選考出場者 

・日本生物学オリンピック本戦出場者 

・全国物理コンテスト「物理チャレンジ」全国大会（第２チャレンジ）出場者 

・日本情報オリンピック本戦出場者 

・日本地学オリンピック本戦出場者 

・科学地理オリンピック日本選手権第３次選抜出場者 

※上記の出場者とは予選通過の上，選抜大会等に出席したものとする。予選通過のみで選抜大会を欠席 

したものは認めない。 

（４）実用英語技能検定準１級以上を取得した者（2018年４月１日以降受験分の取得に限る） 

（５）TOEIC L&Rで750点以上を取得した者（2018年４月１日以降受験分のスコアに限る） 

なお，団体受験用のTOEIC IPテストは認めません。 

（６）TOEFL iBTで80点以上を取得した者(出願時において有効期限内のスコアに限る) 

なお，TOEFL ITP，TOEFL PBT，TOEFL CBTは認めません。 

 

 

 

 

 



◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の 

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書※ 

所定の様式で志願者本人が作成したもの 

特筆すべき資質・能力を客観的に示す書類を含めて提出してください。 

例えば，以下に示す活動などが挙げられます。 

（１）スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に出場したものは出場が証明でき 

る書類 

（２）JST次世代人材育成事業「国際科学技術コンテスト支援事業」で支援される教科系コ 

ンテストにて本戦に出場したものは出場したことを証明する書類 

（2018年４月１日以降の経験に限る） 

（３） 実用英語技能検定準１級以上を取得した者は合格証明書（和文） 

（2018年４月１日以降受験分の取得に限る） 

（４） TOEIC L&Rで750点以上を取得した者はTOEICの成績を証明する書類 

 （2018年４月１日以降受験分のスコアに限る） 

（５） TOEFL iBTで80点以上を取得した者はTOEFL iBTの成績を証明する書類 

  (出願時において有効期限内のスコアに限る) 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「化学演習・発表」「口頭試問」の結果に基づ

き，第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の 

2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選抜

合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書ら，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現 

力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，電気電子工学を学ぶ上で必要な理科・数学に

関する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主

とした出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

 

 

 

 

 



【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「化学演習・発表」「口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果を総合して 終合 

格者を決定します。 

試験当日に試験会場において英文で書かれた資料を配布しますので，それを与えられた時間で理解したうえ 

で答案を記述した後，答案について日本語により口頭発表・解説をさせます。そこから志願者の「知識・技能」 

「表現力・思考力」「主体性」を評価します。 

なお，「口頭試問」では，第１次選抜のレポート・総合問題に関する質疑を含むこともあります。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 20点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 40点 

総合問題（理系） 40点 

合否判定 100点 

最終選抜 

化学演習・発表 200点 
神戸大学 

工学部 
口頭試問 100点 

合否判定 400点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

工学部 情報知能工学科 
◆募集人員                  ２人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2020 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

◆出願要件 

次の（１）〜（４）のすべてを満たす者 

（１）工学部情報知能工学科での勉学を強く希望し，合格した場合は入学することを確約する者 

（２）数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学Ａ・数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ・理数数学Ⅱ・理数数学特論）及び理

科の物理・化学（理数科にあっては，理数物理・理数化学）を履修し単位を修得しているか，又は入学時までに 

単位を修得見込みの者 

※上記科目を高等学校等で履修できない場合は，個別に判断します。 

（３）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上であり，かつ数学，理科それぞれの学習成績の状況が4.5以上の

者 

（４）次のいずれかを満たす者 

１．国際数学オリンピックに日本代表として出場した者 

２．国際物理オリンピックに日本代表として出場した者 

３．国際情報オリンピックに日本代表として出場した者 

４．実用英語技能検定準１級以上を取得した者（2018年４月１日以降受験分の取得に限る) 

５．TOEIC L&Rで750点以上を取得した者（2018年４月１日以降受験分のスコアに限る） 

なお，団体受験用のTOEIC IPテストは認めません。 

６．TOEFL iBTで80点以上を取得した者(出願時において有効期限内のスコアに限る) 

なお，TOEFL ITP，TOEFL PBT，TOEFL CBTは認めません。 

７．調査書の全体の学習成績の状況が4.5以上の者 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の 

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 

所定の様式で志願者本人が作成したもの 

出願要件（４）の1.〜6.を証明する書類や高等学校等在学中に特筆すべき活動を行ったこと

を示す書類を含めて提出してください。特筆すべき活動としては，例えば，科学技術に関す

る国内外の大会における活動，学会等における研究発表，国際的活動，社会貢献活動などが

挙げられます。 

 

 



◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「総合問題（情報知能工学）」「面接・口頭試 

問」の結果に基づき，第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の 

2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選抜

合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現

力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，電気電子工学を学ぶ上で必要な理科・数学に

関する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主

とした出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「総合問題（情報知能工学）」「面接・口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果を総 

合して 終合格者を決定します。 

「総合問題（情報知能工学）」では，数学や物理学，情報知能工学に関する主として論述形式の筆記試験によ 

り，志願者の「思考力・判断力・表現力」「洞察力・発想力」を評価します。 

「面接・口頭試問」では，志望理由書及び活動報告書等を参考資料とし質疑応答を行い，志願者の「基礎学 

力」，情報知能工学に関する「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」「好奇心・意

欲」を評価します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 100点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 150点 

総合問題（理系） 350点 

合否判定 600点 

最終選抜 

総合問題（情報知能工学） 600点 
神戸大学 

工学部 
面接・口頭試問 600点 

合否判定 1800点 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

農学部 資源生命科学科 応用植物学コース 
◆募集人員                  ２人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2020 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を 2020 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

（３）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を 2020

年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次のすべてを満たすもの 

（１）農学部資源生命科学科応用植物学コースでの勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確約でき

る者。 

（２）数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，理数数学特論）及び，

以下から２科目以上{物理，化学，生物，地学（理数科にあっては，理数物理，理数化学，理数生物，理数地

学）}を履修している者。 

※上記科目を高等学校等で履修できない場合は，個別に判断します。 

（３）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の 

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「グループディスカッション・面接・ 

 口頭試問」の結果に基づき，第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の 

 2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選抜

合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現

力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，応用植物学を学ぶ上で必要な理科・数学に関

する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主と

した出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「グループディスカッション・面接・口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果

を総合して 終合格者を決定します。 

「グループディスカッション」では，応用植物学に関する課題を提示し，相互討論をしていただきます。 

「面接」では，提出書類を参考資料として質疑応答を行います。 

「口頭試問」では，生物学や農学に関する問題を提示し，解答していただきます。 

以上により，志願者が当コースで学ぶための「知識・思考力・表現力・主体性・協調性」などの適性を評価

します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 100点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 150点 

総合問題（理系） 350点 

合否判定 600点 

最終選抜 
グループディスカッション・面接・口頭試問 400点 神戸大学 

農学部 合否判定 1000点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

農学部 生命機能科学科 応用機能生物学コース 

◆募集人員                 ３人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を2020年４月から2021年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による12年の学校教育を2020年４月から2021年３月までに修了又は修了見込みの者。 

（３）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を2020

年４月から2021年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次のすべてを満たすもの 

（１）農学部生命機能科学科応用機能生物学コースでの勉学を強く志望し，合格した場合は入学することを確約

できる者。 

（２）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については、本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の「

書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「課題提示・プレゼンテーション・面接

・口頭試問」 に基づき，第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の202

1年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選抜

合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現

力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願者

の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，応用機能生物学を学ぶ上で必要な理科・数学に

関する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問う記述式を主

とした出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 



終選抜では，「課題提示・プレゼンテーション・面接・口頭試問」 を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果

を総合して 終合格者を決定します。 

「課題提示・プレゼンテーション」では，課題に対するプレゼンテーション及び質疑応答を行い，「主体性・表

現力」を評価します。「面接」では提出書類を参考資料とし質疑応答を行い，志願者の「農学部生命機能科学科応

用機能生物学コースで勉学する意欲」を評価します。「口頭試問」では質疑応答を行い，「知識・論理的思考力」

を評価します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 100点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 150点 

総合問題（理系） 350点 

合否判定 600点 

最終選抜 
課題提示・プレゼンテーション・面接・口頭試問 400点 神戸大学 

農学部 合否判定 1000点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

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 

◆募集人員                  １０人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2018 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を 2018 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

（３）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの

に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを 2018 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの

者。 

◆出願要件 

次のすべてを満たすもの 

（１）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での勉学を強く志望し，合格した場合は必ず

入学することを確約できる者。 

（２）数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，理数数学特論）及び

理科の物理，化学（理数科にあっては，理数物理，理数化学）について履修し単位を得ているか，もしくは

入学時までに単位を修得見込みの者。 

（３）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式等により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 

所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

特に TOEIC L&RやTOEFL iBTのスコア，実用英語技能検定について記載できるものがあれば

記載し，成績を証明する書類を提出してください。 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「模擬実習・面接・口頭試問」の結果

に基づき，第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の 

2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

 

 

 

 

 



【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選

抜合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願

者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，グローバル輸送科学・航海マネジメントを

学ぶ上で必要な理科・数学に関する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数

学的思考力等を問う記述式を主とした出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「模擬実習・面接・口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果を総合して 終合格

者を決定します。 

「模擬実習」では，与えられた課題にグループで取り組ませます。 

ただし，課題の達成度は評価の対象にはしません。その後「面接・口頭試問」では，調査書，志望理由書，

活動報告書，並びに「模擬実習」を踏まえた口頭試問を実施し，そこから志願者の「知識・技能」「思考力・

判断力・表現力」「主体性・多様性・協調性」を専門的な観点から 評価するとともに，グローバル輸送科学科

・航海マネジメントコースへの理解や志向性等を総合的に評価します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 50点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 75点 

総合問題（理系） 175点 

合否判定 300点 

最終選抜 
模擬実習・面接・口頭試問 300点 神戸大学 

海事科学部 合否判定 600点 

※ 神戸大学では令和3年4月に海事科学部を替えて，海洋政策科学部（仮称）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）へ入学し，３年次に海技ライセン 

スコース（仮称）へ配属となります。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。 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

海事科学部 グローバル輸送科学科 ロジスティクスコース 
◆募集人員                   ２人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2020 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を 2020 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次のすべてを満たすもの 

（１）海事科学部グローバル輸送科学科ロジスティクスコースでの勉学を強く志望し，合格した場合は必ず入

学することを確約できる者。 

（２）数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，理数数学特論）及び

理科の物理，化学（理数科にあっては，理数物理，理数化学）について履修し単位を得ているか，もしくは

入学時までに単位を修得見込みの者。 

（３）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 

所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

特にTOEFL L&RやTOEIC iBTの成績を証明する書類，実用英語技能検定について記載できる

ものがあれば記載し，公式スコアシートや合格証明書を提出してください。 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」「面接・口頭試問」の結果に基づき，

第１次選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予定の 

2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選

抜合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願

者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，グローバル輸送科学・ロジスティクスコー

スで学ぶ上で必要な理科・数学に関する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及

び数学的思考力等を問う記述式を主とした出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力

・表現力」を評価します。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「面接・口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果を総合して 終合格者を決定し

ます。 

「面接・口頭試問」では，調査書，志望理由書，活動報告書，並びに第１次選抜の結果を参考に口頭試問を

実施し，グローバル輸送科学科・ロジスティクスコースへの理解や志向性，英語力等を総合的に評価します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 50点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 75点 

総合問題（理系） 175点 

合否判定 300点 

最終選抜 
面接・口頭試問 300点 神戸大学 

海事科学部 合否判定 600点 

※神戸大学では令和3年4月に海事科学部を替えて，海洋政策科学部（仮称）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎「志」特別選抜（総合型選抜） 

海事科学部 海洋安全システム科学科 
◆募集人員                  ３人 

◆出願資格 

次のいずれかを満たすもの 

（１）高等学校又は中等教育学校を 2020 年４月から 2021 年３月までに卒業又は卒業見込みの者。 

（２）通常の課程による 12 年の学校教育を 2020 年４月から 2021 年３月までに修了又は修了見込みの者。 

◆出願要件 

次のすべてを満たすもの 

（１）海事科学部海洋安全システム科学科での勉学を強く志望し，合格した場合は必ず入学することを確約で

きる者。 

（２）数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学Ａ，数学Ｂ（理数科にあっては，理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，理数数学特論）及び

理科の物理，化学（理数科にあっては，理数物理，理数化学）について履修し単位を得ているか，もし

くは入学時までに単位を修得見込みの者。 

（３）調査書の全体の学習成績の状況が4.0以上の者。 

◆提出書類 

＊「志望理由書」「活動報告書」の様式及び作成については，本学ホームページ「神戸大学受験生ナビ」内の

「書類作成の手引き」を参照してください。 

・調査書 文部科学省の定めた様式により，高等学校等において作成し，厳封したもの。 

・志望理由書 所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

・活動報告書 

所定の様式で志願者本人が作成したもの。 

特にTOEFL L&RやTOEIC iBTの成績を証明する書類，実用英語技能検定について記載できる

ものがあれば記載し，公式スコアシートや合格証明書を提出してください。 

◆選抜方法 

「書類審査」「模擬講義・レポート」「総合問題（理系）」「面接・口頭試問」の結果に基づき，第１次

選抜及び 終選抜において段階的に合格者を決定します。 

なお，選抜内容，配点，実施場所については以下のとおりです。詳細な情報は，2020年７月頃に発表予

定の2021年度神戸大学入学者選抜要項を確認してください。 

【第１次選抜】 

「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」「総合問題（理系）」を課し，その結果を総合して第１次選

抜合格者を決定します。 

「書類審査」では，調査書，志望理由書，活動報告書から，志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力」「主体性・多様性・協働性」を評価します。 

「模擬講義・レポート（理系）」では，講義を受講させ，その講義レポートを作成させます。そこから志願

者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

「総合問題（理系）」では，高等学校全般の学習を前提として，海洋安全システム科学を学ぶ上で必要な理

科・数学に関する基礎的な知識・理解力，英語の読解力・文章表現力・論理的思考力及び数学的思考力等を問



う記述式を主とした出題をします。そこから志願者の「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価しま 

す。 

【最終選抜】 

第１次選抜合格者に対して， 終選抜を行います。 

終選抜では，「面接・口頭試問」を課し，第１次選抜及び 終選抜の結果を総合して 終合格者を決定し 

ます。 

「面接・口頭試問」では，調査書，志望理由書，活動報告書，並びに第１次選抜の結果を参考に口頭試問 

を実施し，海洋安全システム科学科の理解や志向性，英語力等を総合的に評価します。 

選抜段階 内容 配点 実施場所 

第１次選抜 

書類審査 50点 

神戸大学 
模擬講義・レポート（理系） 75点 

総合問題（理系） 175点 

合否判定 300点 

最終選抜 
面接・口頭試問 300点 神戸大学 

海事科学部 合否判定 600点 

※神戸大学では令和3年4月に海事科学部を替えて，海洋政策科学部（仮称）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 
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