
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！
答えてくれた先輩は、Oさん

数学科
神戸大学理学部を選んだ理由は？Q1Q1

高校時代の先生が勧めてくれたのと、神戸に憧れがあって、
神戸大学を選びました。理学部を選んだ理由は、教員免許
を取得したいと考えていたからです。入試の配点が自分の成
績に合っていたのも1つの理由です。

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

得意だったのは英語と数学です。苦手だったのは物理と国語
です。国語については、古文単語をコツコツ覚えておけばよ
かったなと後悔しました。

オンラインでの授業が主流になり、学生同士のコミュニケー
ションが減ったので、ストレスが溜まるようになってしまいまし
た。

神戸大学理学部に入って良かったと思うことは？

学部、学科の学生数が多くないので、学生同士すぐ仲良くな
れるのが良いと思います。また、教授との距離感も近くて質
問をしやすいなど、学ぶ環境も優れていると思います。神戸
は山も海もあって自然豊かなので、地方出身者の私でも落ち
着く雰囲気があるのも魅力です。

Q2Q2

理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？

物理と英語です。私は物理が苦手なのですが、数学は物理
との関連性が高く、物理の知識が数学の理解に役立つこと
がよくあります。英語に関してはよく勉強していた方でしたが、
英語の本を読むときに、文章を読む練習をもっとしておけばよ
かったと思いました。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

英語の本を読むことですかね。本に書いてある数学のことは
わからないし、英語の文章の意味もわからないので、もうて
んやわんやしています。１ページ勉強するにもまあまあの時間
がかかってしまい、ついつい休憩時間を長くとってしまって、
気が付けば夜なんてこともよくあることです。

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。

アルバイトは楽しいです。アルバイト先で友達ができるのも良い
し、稼いだお金で欲しかった服を買えたときはすごく気分が良い
です。趣味は服とゲームで、休日に古着屋巡りをすることもあれ
ば、一日中ゲームをすることもあります。至福の時間です。

Q6Q6

8:00 起床☀
12:00 今は実家に住んでいるので、

電車で通学しています 
13:30 ゼミ 💻
17:30 帰宅

19:00 趣味の時間 

趣味の時間 

21:00 課題・ゼミの復習
25:00 就寝💤

現在 / 学部 4 年

7:30 起床☀
8:20 徒歩で登校

(この頃は一人暮らしをしてました )
8:50 📝

13:20 午後の授業・友人とおしゃべり ✨

19:00 課題

授業

25:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

11:30 友人と食堂へ ✨

18:00 帰宅 ✨

21:00

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

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

まさにいま勉強が大変な時期だと思いますが、高校で学
ぶことは大学での学びにも大いに役に立ってくれるし、
これからの人生を豊かにしてくれるはずです。うまくいか
なくて悩んで落ち込んでしまうこともあると思いますが、
それも人生で数少ない貴重な経験です。なんとか乗り
越えて頑張ってください！応援しています。

理学部を目指す方へメッセージ

　　コロナ禍の今　　コロナ禍の今

一人暮らしをしている？

一人暮らしの良いところは、自由なところです。誰かに干渉さ
れることがありません。食生活が乱れがちなので、野菜を摂る
など、健康的な生活を心掛けてほしいです。虫が出るとピン
チです。出てしまったときは、友人に助けを求めるか、ネット
で対策を調べてどうにかしましょう。

Q7Q7



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！
答えてくれた先輩は、Iさん

物理学科
神戸大学理学部を選んだ理由は？Q1Q1

もともと理科が好きだったことと、高校時代に部活動で物理
に触れる機会があったことから選びました。神戸大学へは家
から比較的近かったことと、ネームバリューに惹かれて選びま
した（（笑））。

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

一番好きだったのは物理＆化学です。実験授業が好きで、
それがそのまま現在に活きています。苦手だったのは運動音
痴もあり、体育でした。しかし、理学部必修の体育は学科
をこえた友達づくりの場にもなってとても楽しかったです。

神戸大学理学部に入って良かったと思うことは？

先生方や先輩がとても親身なところです。分からないところ
を聞けば熱心に教えて下さいます。また同期の入学者仲間が
高校の1クラスと同じくらいで比較的少ないため、皆と仲良く
なれるのも魅力的でした。

Q2Q2

理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。学年が進むにつれて英語の本や論文を読む機会
も出てきますし、人によっては留学や学会など、英会話能力
が必要にもなるかもしれません。勉強しておいて損はないなと
感じました。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

研究活動が始まると、自分から必要な知識を勉強しなければ
ならないため、本や論文を読む量が増えて結構大変です。
論文の読み方や分からない点など、周りの先輩や先生方が親
身になって教えてくださる部分もあるので、それなりに楽しみ
ながら頑張れています。

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）

授業がない時間（通称空きコマ）があるので、高校時代より
も自由時間は圧倒的に多いと思います。授業がない時間帯に
は部室に行ったり、友達とお菓子片手におしゃべりしたり、一
時期は自動車学校に通ったりもしていました。
コロナ禍をうけて、授業以外の部分でもPC 越しでのやりとり
が圧倒的に増えました。スマホだと作業が大変だなぁと感じる
ことも多 あ々ったので、スマホ以外にも、PCの使用に慣れて
おくのは大切かなぁと感じました。

Q6Q6

7:30 起床☀
9:30 登校 (1 時間くらい ) 

13:00 昼食 😋

14:30 授業、研究活動📕

18:00 下校 (1 時間くらい )
19:00 バイト ( 週 1 程度 ) 明日の授業の準備

現在 / 修士１年

6:30 起床☀
7:30 登校 (1 時間くらい ) 

12:10 昼食 🍙

22:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

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

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

女子が少ない分だけ、集まった同期の女の子とはとても
仲良くなれました。また部活動・サークルなど、女子友
達をつくる機会はたくさんあるので、その点はあまり気に
せず、神大理学部の魅力を感じて頂けたらと思います。
受験勉強頑張ってください！！

理学部を目指す方へメッセージ

22:00 就寝💤

13:20 授業📝

16:40 下校 (1 時間くらい )
週 1，2 程度でバイトや部活動、
授業 ( 教職課程 )

10:30 授業、研究活動💻

8:50 授業💻



部活が楽しいです。私は児童文学研究会に入って
います。部員が書いた小説や詩、短歌などを集めて、
部誌を手作りするのが主な活動です。趣味の近い
人と話せるし、他学部の話も聞けます。最近も後
輩と一緒に小説書いたりしました。上の写真は部誌
と部室の絵が刷ってあるTシャツです。下は一昨
年の夏合宿での写真です。バスで川柳作ったり、部活あるあるカ
ルタを作ろうと画策したりしました。部活は普段なら部室でするの
ですが、この頃は部室での活動が禁止されています。なので、
学生会館など許可された場所かオンラインで活動しています。合
宿は許可が下りれば行けるそうです。
研究室の歓迎会が例年はあるそうですが、やれていません。そう
めんパーティーは開催されそうです。賞味期限がくるので。

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！
答えてくれた先輩は、F さん

化学科
神戸大学理学部を選んだ理由は？Q1Q1

化学の先生の授業はわかりやすかったし化学を学ぼう
→理学部か工学部か。何かを作り出すより理屈を知りたい、
と思って理学部に決定
→神戸大学はセンターと二次試験の配点が半々だ。二次に弱
い私も受かるかも

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

得意だったのは化学です。先生の授業が理解しやすかったの
で。
苦手だったのは物理です。どこかでつまずいて、苦手意識が
ついてしまいました。でも、頑張ったおかげか、センターの
自己採点は化学より高かったです。

神戸大学理学部に入って良かったと思うことは？

図書館が多いこと。自分の専門の本もそうではない本も山の
ようにあります。選書ツアーというのがあって、本屋で図書館
に入れて欲しい本を選べるのです！　リクエストもできます。
自習スペースもあるので、入り浸ってました。

Q2Q2

理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？

ないです。高校生に戻ってやり直しても、きっとぐうたらする
ので。
でも、足りないと思うことはあるので、よく高校の教科書を
見返します。主に物理と数学。
英語は専門用語も多いので、慣れが必要だと感じてます。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

知らないことが多いことです。何がわからない？　どう聞く？　
自分で考えるべき？　とか考えていると逃げたくなってきます。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥、なんですけどね。
院試勉強しないといけないけど、やる気が出ないのも大変です。

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）

Q6Q6

6:30 起床☀

8:40 研究室に到着、データ処理や実験 💻

11:50 研究室の人たちと食堂で昼食😋
12:20 実験やデータ処理 📕

17:30 帰宅 ( 時間は日により 遅くて19 時半 ) 

22:30 就寝💤

現在 / 学部４年

6:00 起床☀

8:50 授業開始 📝( 空いた時間は宿題 )

12:10 友達と弁当食べる 🍙 ( たまに昼寝 )

18:00 帰宅
22:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

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

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

日付が変わる前に寝ましょう。 受験の時期に教室の後ろ
の黒板に書いてありました。試験は朝からあるので、そ
の時間にシャッキリできるよう習慣づけるということです
かね。遅くまで勉強しても眠いですし。

理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 !
グローバルチャレンジプログラムでフィリピン
に3週間行ってきました。楽しく英語（聞く・
話す）を学べて、単位が出ます。
授業後の散策での写真です。現地の学生さ
んとビリヤードやハロハロを食べるなど、い
ろいろしました。

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。

自分でできることが増えます。料理、洗濯など、実家にいた
らやってませんでした。
一人暮らしの人と助け合おうぜ同盟を組めば少しは安心できま
すかね。大家さんが気にかけてくれる物件を探すのも手かもし
れません。

Q7Q7

13:20 午後の授業開始
( 空いた時間は宿題や読書）



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！
答えてくれた先輩は、Kさん

生物学科
神戸大学理学部を選んだ理由は？Q1Q1

私はもともと社会性昆虫（アリやハチなど、女王とワーカーで
分業して暮らす昆虫）に興味があったので、関西の国公立大
学で社会性昆虫を扱っている大学を調べて、神戸大学の理学
部生物学科を選びました。

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

好きだったのは生物と数学で、苦手だったのは歴史と漢文と
英文法でした。生物は詳しければ詳しいほど大学の勉強もつ
いていきやすいので、好きなところを極めておくといいと思い
ます。

神戸大学理学部に入って良かったと思うことは？

同じ学科の人が 30人ほどと少なく、みんなと顔見知りにな
れます。テスト前は友達と協力して勉強できました。また、
生物学科では皆それぞれいろんな生き物に興味があって、知
見が広がります。

Q2Q2

理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？

一年生の時は教養で理系から文系までいろんな授業をとるの
で、歴史などの社会系の教科をもう少し身に着けておいたら
よかったなと思いました。また、専門科目で数字を扱うことも
あるので、数学はやっておいて損はないです。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

今は研究室で卒業研究に取り組んでいます。今までの勉強と
違い、この事について調べるためには何をしたらいいのか？と
いう考え方が必要なことと、定期的に論文紹介を行うのでそ
れも含めてスケジュールを立てないといけないことが一番難し
いです。

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。

うちの研究室では研究の一環で
蜂蜜をとることがあり、研究室
の人と一緒に蜂蜜絞りをするの
が楽しいです。また、大学生協
のアルバイトでポスターやチラシ
を作らせてもらうことがあり、実
際に完成したものが構内に貼ら
れているのを見るとテンションが
上がります。

Q6Q6

ラボでとれた蜂蜜です

9:30 起床、ゆっくり支度☀
11:00 研究室着、やることのチェック
12:30 お昼ご飯、食堂に行ったり

研究室で食べたり
13:30 他研究室の友達と話す 
14:00 本腰あげて研究や作業をする 📕

21:00 友達と通話
24:00 就寝💤

現在 / 学部 4 年

19:00 帰宅、晩ご飯は食堂か自炊で

8:00 起床、急いで支度☀
8:50 一限開始 📝

13:30 三限開始

19:00 サークルの友達とご飯を食べて解散

24:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

12:30 二限終了、食堂でお昼

17:00 四限終了

17:30 サークルでみんなと駄弁る

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

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

色んな学部の人に出会えるのも神戸大学のいい所です。
ぜひ神戸大学理学部で好きなことを極めてください！

理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 !

一人暮らしをしている？

一人暮らしのメリットは自由に暮らせることです。いつでも友
達を泊めたり堂 と々アニメを見たり、他人の目を気にせずに好
きなタイミングで好きなことができるのは楽しいです。デメリッ
トは、食事、洗濯、片付けなどなど、自分の世話を自分でや
らないといけないことです。家事を手伝う習慣がない人は今の
うちに自分の分だけでもやってみるといいと思います。

Q7Q7

2020 年よりは活気づいてきましたが、それでもサークルの集ま
りが少なくなってしまったのでさみしいです。また、リモート
授業で一日家に居れてしまう時はいつまでもダラダラしてしま
うので家事もサボりがちになってしまいます。



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！
答えてくれた先輩は、Iさん

惑星学科
神戸大学理学部を選んだ理由は？Q1Q1

親の希望もあり関西圏で興味のある宇宙に関することを学べ
る大学を探していました。惑星学科という名称に惹かれたこと
と、1年生の時から惑星学を専攻できる内容に惹かれて志望
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

得意な科目は国語で、好きな科目は数学・日本史でした。
宇宙もそうなのですが、現代にいて昔のことがわかる科目(国
語や日本史)が好きでした。逆に苦手というかおもしろくなかっ
たのは英語です。

Q2Q2神戸大学理学部に入って良かったと思うことは？

自分と話の合う少し変わった(笑)友人がたくさんいることと、
学科人数が多くても40人弱なので自然と高校のクラスのよう
に先生との距離もちかくなることです。

理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？

物理です。宇宙空間でおこる天体同士の衝突現象や地球で
おこる地震の伝わり方など、物理無しでは勉強が始まりませ
ん。高校では化学と生物選択だったので、最初の方は理解
するのに時間がかかりました。

Q3Q3

勉強で今一番大変なことは何？

研究と生活の両立です。自分の研究のための実験準備や実
験後の解析を進めながら、研究室のセミナーのために論文を
読んだり、就活もしたり、合間でバイトをするので無理のな
いスケジューリングしています。

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）

学部生の時はフリーペーパー
サークルに所属していてイベント
や旅行が楽しかったです。
学部生のころの新歓祭、フリー
ペーパーを配っていました。

Q6Q6

９:00 起床☀
今は原付でで通学しています

10:30 大学到着、研究 💻

12:00 お昼ご飯　　だいたい研究室のみんなで
コンビニに行きます。 😋

13:00 研究や課題をやる 📕

16:30 アルバイトへ行く。カフェ2 つと
イタリアンをかけもちしています。

22:00 帰宅

現在 / 修士１年

7:30 起床☀
バスで通っていました。

8:50 授業 📝

12:10 食堂で友達とご飯 🍙

17:00 サークルのミーティング ✨

22:00 帰宅
24:00 就寝🌙

過去 / 学部 1年

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

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

女の子も意外と多いし、男の子も含めてみんな個性的だ
けど優しいので理学部だからと環境を狭めることなくたく
さん楽しいことができる大学生活です。しんどいことも
あるかもしれませんが頑張りを祈っています！

理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 !

コロナの自粛活動によって4 年生の前期は学校にいけなかった
り、大学院の入試もオンラインになったり、イレギュラー続きで
4 年生の前期はものすごくしんどかったです。4 年生から始まっ
た研究も新しいことをたくさんやらせてもらえていて楽しいです。
研究室の先輩方と楽しく過ごしています。

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。

時間を気にしなくていいことです。自宅から通っていた時は終
電が10 時、1限は 5時おきだったので体力的にも余裕があり
ます。ごはんさえしっかりたべておけばなんとかなります。特
に女の子は安全対策ちゃんとしましょう！

Q7Q7

1:00 就寝💤

20:00 サークルのみんなでご飯

13:20 空きコマ　課題かサークルの作業を
していました

15:10 授業開始 📝

宇宙科学研究所で実験させて
もらった時です。
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