
神戸大学
理系志望の女子向けオープンキャンパス2021

の先輩に聞いてみました！
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神戸大学海事科学部を選んだ理由は？Q1Q1
＜船乗りになりたい＞　海という大自然の中、船でものを運
び、人々の暮らしに貢献する「船乗り」に憧れ、海事科学
部を選びました。また、①総合大学で他学部があり、幅広い
出会いがあること　②神戸というオシャレな港街に大学があ
ることに魅力を感じたからです。

高校時代に得意（好き）だった科目・苦手（嫌い）
だった科目は？

Q4Q4

＜好き：英語、苦手：物理＞　海外への憧れから、好きな
科目は英語でした。入学後も英語学習を継続し、在学中に
２度留学することができました。世界を舞台に活躍する船乗
りにとって、大切だと思うので力を入れておくことをオススメ
します！苦手科目は、質問３にあるように物理です。

神戸大学海事科学部に入って良かったと思うことは？

＜乗船実習＞　船舶運航の知識習得だけではなく、約100
人での集団生活における精神面の成長、船で日本を旅する、
そのような経験ができます。（もちろん楽しいことだけでは、
ありません。時には、涙を流すこともありました。今振り返れ
ば、かけがえのない経験ができたと思います！）将来、船に
乗る人も乗らない人にとっても、貴重な経験になると思います。

Q2Q2

海事科学部の授業を受けていて、もっと高校時代に
勉強しておけば良かった科目はある？

＜物理＞　船舶工学や操船学といった、船の構造や船の動
きを考えるときに、物理の知識（特に、力学！）をしっかり
と勉強しておけば、より理解が深まったのではと感じます。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

＜卒業研究＞　船の操縦室のシミュレーターを使った実験を
行っています。１日がかりの実験を複数回行ったり、船長の
方にインタビューをしたりするのが大変です。しかし、現場
で働く方から操船について聞くことができ、いい勉強の機会
になっています。

Q5Q5

大学生活で楽しい / 面白いと思うことを教えてください。

オーストラリア海事大学へ２週間留学しました。ホームステイや大
学見学、観光など非常に楽しい経験でした。もっと、海に関す
る勉強や英語を頑張ろうという刺激を受けました。

Q6Q6

大学生の１日ってどんな感じ？
------------　Campus Life　-----------

---------------------------------------

受験勉強の息抜きに、キャンパスライフや将来挑戦して
みたいことを思い浮かべてみてください。きっとやる気が
出てくるはずです！海事科学部では、そんな楽しい毎日、
心身ともに成長できる環境が待っていると思います。世
界の海に開かれた海事科学部で皆さんにお会いできるこ
とを楽しみにしています。 応援しています！！

海洋政策科学部を目指す方へメッセージ

こんな活動もしています !こんな活動もしています !

体育会オフショアセーリング部に所属し
ていました。 クルーザーヨットで、レー
ス・クルージング（夏休みには大阪湾
を一週間かけて１周しました）などを楽
しむ部活動です。部員数は、約100名
で海事科学部以外の学部の人もいて、
幅広い交流ができます！ほぼ全員が初心
者で大学から新しいことをしてみたい人
にぜひオススメです！

一人暮らしをしている？Q7Q7
良い点　自分で生活する力が身に付きます自由な時間が多く、
友達と時間を気にせずに遊べるのがメリットです。
不安な点　耐調を崩した時が不安です。初めて体調を崩した
ときは、非常に焦りました。下宿を始めたら、早めに近くの病
院を把握しておくことをお勧めします。また、一人で生活して
いると、ふと寂しくなるので、よく母親と電話をしています（笑）
アドバイス 友達と支え合う！ 寮生活は、近くに同じ大学の人
がいるという安心感があります。また、セキュリティ面でもアパー
トに比べて高いので、不安な人におすすめです。

8:00 起床☀
10:00 研究室で卒業論文

12:30 研究室でゼミ仲間とお昼ご飯

💻

13:50 オンラインで授業 

20:30 映画・バイト・ストレッチ
24:00 就寝💤

現在 / 学部 4 年

18:00 帰宅
19:30 夕食

15:30 研究室で卒業論文 📕

 😋

7:00 起床☀

12:10 学食 or 生協のお弁当
   （時々、自分でお弁当を作っていました！） 🍙

16:00 部活動 orバイト（塾の事務） ✨

22:00 帰宅
24:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

9:00 学校で授業 📝

13:20 学校で授業 ✏
14:50 授業後、海（深江キャンパス）へ

19:30 部活仲間と夜ご飯

答えてくれた先輩は、
航海マネジメントコース・Eさん
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神戸大学海事科学部を選んだ理由は？Q1Q1
正直に言うと、高校 3年生のときの担任が海事科学部をオス
スメしてくれました。センター試験が終わっても進路を決め切
れていなかったのですが、先生が「海事科学部だと学部 2
年で学科選択できるし学科・コースも幅広い分野を抑えてい
るから、入学した後も十分に考える時間があると思う」と言っ
てくださり、その言葉が決め手になりました

高校時代に得意（好き）だった科目・苦手（嫌い）
だった科目は？

Q4Q4

得意科目は英語です。英語には及ばないくらいで次に数学で
すかね。とりあえず英数は安定して点数を取れる科目だった
ので好きという訳でもないです。大嫌いだったのは国語全般
(現代文・古文・漢文 )です。最後まで作者の気持ちは分
かりませんでした。

神戸大学海事科学部に入って良かったと思うことは？

「理系」という言葉にとらわれず幅広い分野を学べたことです。
配属された学科・コースによってカリキュラムは異なりますが、
私が所属していたロジスティクスコースでは数学やプログラミ
ング以外にも経済学や物流分野、ゲーム理論などふつうの理
系学部では受ける機会がなさそうな授業も多く開講されてお
り、海事ならではかなと思いました。

Q2Q2

海事科学部の授業を受けていて、もっと高校時代に
勉強しておけば良かった科目はある？

自分自身が「もっと勉強しておけばよかった」と後悔するこ
とはあまりなかったです。が、「数学と英語は勉強しておいて
よかったなぁ」と学部の頃は常々思っていました。数学と英
語は勉強しすぎて損はないですし、大学に入った後も継続し
て勉強することをオススメします。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

しっかりと自分で考えるようにすることですね。高校の頃みたい
にすべてに模範解答がある訳でもないですし、公式に当てはめ
て解ける問題だけでもなくなりました。インターネットで検索す
ればそれなりに情報も得られますが、まずは自分で考えて自分の
意見を持つことが大切だと思っています。もちろん先生方や友
達同士と話し合うこともありますし、これもめっちゃ大事です。

Q5Q5

大学生活で楽しい / 面白いと思うことは？
（授業、研究、アルバイト、趣味など）

授業や課題で友達とわちゃわちゃしながら取り組む時間もな
んだかんだいって楽しかった思い出です。行動範囲が大きく
広がったことで楽しみも増えました。アルバイトやサークルな
どで様 な々出会いがあるので、そこで大きな刺激をもらったり
経験を積んだりできます。

Q6Q6

大学生の１日ってどんな感じ？
------------　Campus Life　-----------

---------------------------------------

いろいろ不安に思うこともあると思いますがそれ以上に楽
しい大学生活が待っています！

海洋政策科学部を目指す方へメッセージ

実家を離れて暮らす事の良い点不安な点 ,
また将来一人暮らしをする人へのアドバイスなど

進学を機に一人暮らしを始めましたがめちゃめちゃ楽しんでい
ます。洗濯や掃除など家事は自分でしなければなりませんが、
そういったことはいずれ慣れます。アドバイスというほどでもな
いですが、初めての一人暮らしが不安なのは当たり前のことで
す。他の一人暮らしの友達や寮生にもいろいろ聞いて情報交
換するのもいいかなぁと思います。
コロナ禍になって大学へ行く機会が減り、友達とも気軽に会え
なくなりました。一人暮らしであることやその頃バイトをしてい
なかったことなどもあり、一人で家に籠る時間が増えて精神的
に参っていた時期があります。帰省できるタイミングも限られ
ていたため家族ともなかなか会えずいろいろ悩んでいました。
友達でも家族でも先生でも、誰かと話す時間や話を聞いても
らう時間を自分で作った方がいいです。あとは、バイトや趣
味など気分転換できる時間もあるといいなと思います。

Q7Q7
6:00 だいたいこの時刻に起床☀
7:00 家を出る　通学時間は 30 分ほど
7:30 研究室到着　

授業を受けたり課題を終わらせたり
研究を進めたりする 💻

15:00 区切りのいいタイミングで帰る　
この時間は日によって前後する

23:00 就寝💤

現在 / 修士 1年

16:00 帰宅

6:00 起床☀
7:30 家を出る　通学時間は 30 分ほど

12:20 お昼ご飯！ 🍙　
基本はお弁当を作って持参

17:30 帰宅　趣味を楽しむ

23:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

8:00 1，２限があれば授業に出席 📝
空きコマなら課題を進める

13:10 3，4 限があれば授業に出席 ✏
空きコマなら課題とか友達とおしゃべり

答えてくれた先輩は、Kさん
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神戸大学海事科学部を選んだ理由は？Q1Q1
大学で「自然環境」について学びたくて、それを軸に大学選
びを行いました。その中で、海事科学部は学内に海があり、
更に海洋環境についてだけでなく海運や海洋開発といった
様 な々海洋活動についても学べることに魅力を感じ、志望し
ました。

高校時代に得意（好き）だった科目・苦手（嫌い）
だった科目は？

Q4Q4

好きだった科目は数学・物理。苦手だった科目は英語・国語
といった文系科目です。

神戸大学海事科学部に入って良かったと思うことは？

幅広い人脈を持てたことです。海事科学部には海に関する多
様な研究領域が存在し、専門分野が異なる人が周りに多くい
ることから、海運に携わる人から海洋気象を扱う人まで、幅
広い人と交流ができ、多くの刺激を受けています。

Q2Q2

海事科学部の授業を受けていて、もっと高校時代に
勉強しておけば良かった科目はある？

英語です。大学、大学院では英語を併用した授業が複数あ
り、自身の英語力の低さを痛感しました。

Q3Q3
ヨットレースの様子。全長7m
程度のヨットを5人で動かし、
速さを競います。

ダイバーのライセンスを取った記念
撮影！手が届くところまで魚が近
寄ってきます！

短期留学にも行きました。
写真はインドネシアの
プランバナン寺院

勉強で今一番大変なことは何？

研究活動において、課題の解決策を考え、試行錯誤を繰り
返すことです。問題点を見つけ、自ら解決策を考え、ときに
アドバイスを頂きながら研究目標に向かって日々実験を繰り返
すことは大変ですが、とてもやりがいを感じています。

Q5Q5

大学生活で楽しい / 面白いと思うことは？
（授業、研究、アルバイト、趣味など）

部活動で所属したセーリング部と、趣味で始めたダイビングで
す。セーリング部は深江キャンパス内に活動拠点があるため
海事科学部生が多く所属し、たくさん海に触れながら友達作
りをすることができました。引退後はダイビングを始め、今ま
で知らなかった海中の世界に魅力を感じています。

Q6Q6

女子が少ないことを不安に思うかもしれませんが、大勢
の女性の先輩・同期がサポートしてきっとあなたの挑戦
を応援してくれます。是非私たちと共に「海」について
学び、充実した大学生活を送りましょう。

こんな活動もしています !こんな活動もしています !答えてくれた先輩は、Nさん

大学生の１日ってどんな感じ？
------------　Campus Life　-----------

---------------------------------------

7:00 起床☀
9:30 研究・授業 💻

12:00 お昼ご飯 😋
12:30 研究・授業 📕

23:00 就寝💤

現在 / 修士 1年

20:30 帰宅

6:00 起床☀

12:10 みんなでお昼ご飯 🍙

16:00 部活・バイト✨

19:00 帰宅
23:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

8:50 授業 📝

13:20 授業 ✏

海洋政策科学部を目指す方へメッセージ
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神戸大学海事科学部を選んだ理由は？Q1Q1
私は幼いころからモノ作りが好きで、工学系の学部に進みた
いと思っていました。「せっかくだし、大きなものをつくりた
い！」と思い、「船をつくろう！」と思ったことがきっかけで
した。

高校時代に得意（好き）だった科目・苦手（嫌い）
だった科目は？

Q4Q4

得意科目は物理です。苦手科目は英語、嫌いな科目は国語
です。典型的な理系生でした！

神戸大学海事科学部に入って良かったと思うことは？

工学系全般のほかに、海に関することをたくさん学べてよかっ
たとおもいます。乗船実習では、実際に船を操縦することも
できますし、夜航海で綺麗な星空を見ることもできます。忘れ
られない思い出をたくさん作ることができます！

Q2Q2

海事科学部の授業を受けていて、もっと高校時代に
勉強しておけば良かった科目はある？

数学です！マリンエンジニアリング学科ではどの科目にも数学
が絡んできます。わからないところはうやむやにせず、基礎
を固めることが本当に大切です。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

勉強ではないですが、学会の準備に苦労しています。実験か
ら得られたデータを使ってグラフを作成するのですが、思うよ
うなグラフにならないことも多く、試行錯誤を繰り返していま
す。

Q5Q5

大学生活で楽しい / 面白いと思うことを教えてください。

実験が楽しいです！私は熱工学研究室で色 な々液体に熱を与
え、熱伝達特性を調べる実験をしています。私自身おっちょ
こちょいなので、うまくいかないこともありますが、担当の先
生がとても優しいので明るく乗り越えることができます！

Q6Q6

大学生の１日ってどんな感じ？
------------　Campus Life　-----------

---------------------------------------

高校 3年生の時点で将来何がしたいかなんてはっきりと
はわからないと思います。でも、それでいいですし、今
後きっと見つかると思います。海事科学部は本当に色々
なことを学べる学部です。何もわからないからこそ海事
科学部で、たくさん学び視野を広げてみてはいかがでしょ
うか。応援しています！

海洋政策科学部を目指す方へメッセージ

こんな活動もしています !こんな活動もしています !

私は4回生から非公認のゲーム
サークルに入りました！学年問わ
ずみんなでゆるく楽しく活動して
います！インカレサークルなので
他学部の友達はもちろんのこ
と、他大学の友達もできました。
基本的に活動はオンラインなの
で、コロナ禍関係なく活動でき
ています！ただ、月に1回のお
食事会はストップしています！

一人暮らしをしている？

良い点は自由な時間が多いことです。研究、趣味、バイト、
睡眠、友達との時間など、色 な々ことを全力で満喫できます！
不安な点は体調を崩すと家事が止まってしまうことです。周り
に頼れる人を見つけておくといいと思います。

Q7Q7

9:00 起床☀
10:30 研究室で授業を受けたり、研究をしたり！

16:00 帰宅
16:10 課題や趣味のお絵描きやゲームなど！

00:00 まったり自由時間！サークルのみんなとゲーム！
25:30 就寝💤

現在 / 修士 2 年

18:00 お花屋さんでバイト
23:00 バイト終了

5:00 起床☀
9:50 1限開始

19:00 帰宅 

22:00 バイト終了 ✨
23:00 課題を少しでも進める！
25:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

16:40 4 限終了 📝

20:00 塾講のバイト ✏

答えてくれた先輩は、Mさん
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神戸大学海事科学部を選んだ理由は？Q1Q1
下宿への憧れから｢県外の大学｣を主軸に、異なる価値観の人
と接する機会の多い｢総合大学｣へ進学したいと考えていまし
た。学科に迷っている中、海事科学部は 2年次に学科を選
択できたため、第一希望に神戸大学海事科学部を志望しまし
た。

高校時代に得意（好き）だった科目・苦手（嫌い）
だった科目は？

Q4Q4

得意だったのは物理で、苦手だったのは数学です。物理はど
の分野でも興味を持って勉強することが出来ました。反対に
数学はどの分野でもあまり得意ではなかったです。センター
試験は理科と数学に30点近くの差が生まれるほどだったと
思います。

神戸大学海事科学部に入って良かったと思うことは？

最初は船に大きな興味を持ってはいませんでしたが、船舶実
習や授業を通して価値観が大きく変わりました。実際の船員
に接し、職種や船内にある機械の専門性など、この学部で
なければ一生知ることはなかったかもしれない知見を得たこと
で、自信につながりました。

Q2Q2

海事科学部の授業を受けていて、もっと高校時代に
勉強しておけば良かった科目はある？

数学です。数学のような基礎的な科目は1年生で受講がほ
ぼ終わってしまいます。その後は基礎科目を踏まえた専門的
な分野になりますが、高校の知識がきちんと定着していれば
最低限の復習のみで大学数学の基礎が身につき、専門科目
の受講もスムーズに感じたと思います。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

今は研究を中心に行っており、具体的な点数や目標の際限は
ありません。その分、今までの生活や勉強内容を元に、何を
求めて過程や結果を残したいのかを自分で考えなければなら
ず、学生生活の中で最も主体的に勉強することが求められて
おり、それを難しいと感じます。

Q5Q5

大学生活で楽しい / 面白いと思うことは？
（授業、研究、アルバイト、趣味など）

六甲キャンパスで部活動 (吹奏楽 )を行って
いました。違うキャンパスのため通うのが大
変であり、バイトや遊ぶ暇もないことを辛く
思う日もありましたが、部活動のオフ期間は
別大学との合同演奏会に参加するなど積極
的に外部とも交流を図り、青春と呼べる日々
を過ごしていました。

Q6Q6

大学生の１日ってどんな感じ？
------------　Campus Life　-----------

---------------------------------------

海事科学部は特殊な学部なため、女子が少ない・他の
人と違うことで不安もあるかもしれません。しかし、人
生の価値観を変えるような個性的で、楽しい大学生活を
送れる環境は十分に整っています。ぜひ入学して｢神戸大
学｣の「海事科学部」という魅力を味わって欲しいなと
思います。

海洋政策科学部を目指す方へメッセージ

こんな活動もしています !こんな活動もしています !
私たちの部活では、演目や照明演出を全て自分たちで相談し、行うた
め、自主性とやりがいを強く感じられました。コロナ
禍での部活動は行っていないのですが、下級生たち
を見ていると、部活動に参加するメンバーを集める
のに苦労しているイメージです。吹奏楽は人が集ま
り、唾なども飛び交う可能性があるため、かなり厳
しく規制されていても不思議ではないです。応援団
としての役割を行っていたため、他の部活動との交流
もなくなり大学生活の楽しさを感じられない状況が
続いていると思います。

実家を離れて暮らす事の良い点不安な点、
また将来一人暮らしをする人へのアドバイスなど。

良い点は、家族や友達と距離が離れることで、今までの自分を
見つめ直すことが出来ます。
悪い点は、身の回りのことを自分で行うため、病気の際にはし
んどいなと思います。
住む場所はかなり大事だと思います。大学から近いほど便利だ
と思います。私は関西の地理がわからず、最寄り駅や歩ける
距離を最初に考慮しなかったため、学生生活で一度引っ越しを
行いました。

Q7Q7

9:00 起床☀

12:30 研究室へ行く 💻

21:00 アルバイト

01:30 就寝💤

現在 / 修士１年

19:00 帰宅

17:30 部活動開始 ✨

22:00 帰宅
01:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年
8:50 1限開始 📝

16:30 授業終わり ✏

答えてくれた先輩は、Tさん

00:00 帰宅

21:30 部活動終了
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