
神戸大学
「志」特別選抜



令和3年度「志」特別選抜の結果



令和3年度「志」特別入試最終結果

学部 学科 専攻・コース 定員
志願
者数

合格
者数

R2実績

文学部 人文学科 3 16 3 2(20)

国際人間科学部 環境共生学科 7 12 4 3(17)

法学部 法律学科 3 18 4 3(25)

医学部 保健学科

看護学専攻 4 9 4 3(4)

検査技術科学専攻 2 13 2 2(8)

理学療法学専攻 2 11 2 2(8)

作業療法学専攻 2 5 2 2(5)

工学部

建築学科 2 16 1 2(10)

市民工学科 2 0 0 0(0)

電気電子工学科 2 1 0 0(3)

機械工学科 2 3 0 0(0)

応用化学科 3 8 4 1(2)

情報知能工学科 2 3 2 1(4)

農学部

食料環境システム学科
生産環境工学コース 2 5 0 1(4)

食料環境経済学コース 2 5 2 1(4)

資源生命科学科
応用動物学コース 1 4 1 1(3)

応用植物学コース 2 0 0 1(3)

生命機能科学科
応用生命化学コース 1 6 2 0(2)

応用機能生物学コース 3 2 2 3(6)

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 10 4 3 1(10)

ロジスティクスコース 2 3 0 0(0)

海洋安全システム科学科 3 3 2 0(0)

合計 62 147 40 29(138)



令和3年度県別受験者数

北海道・東
北地方

北海道１名(1) 宮城県１名(0)

関東地方 埼玉県１名(1) 東京都４名(1) 

中部地方 福井県５名(0) 岐阜県１名(0) 愛知県１名(1) 三重県４名(0)

近畿地方
滋賀県４名(1) 京都府13名(4) 大阪府37名(9) 兵庫県43名(10)
奈良県４名(2) 和歌山県４名(2)

中国地方 鳥取県４名(2) 岡山県７名(2) 広島県３名(0)

四国地方 徳島県１名(1) 香川県１名(1)

九州地方
佐賀県1名(0) 熊本県１名(0) 大分県１名(1) 宮崎県２名(0)
鹿児島県３名(1)

カッコ内は合格者数



過去３年分の神戸大学「志」特別選抜実施状況
と都道府県別志願者数・合格者数を神戸大学
アドミッションセンターのwebページで公開して
います。

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/admc-info/special.html



国公私立別受験者数

国公立 71名（23）

私立 76名（17）

SSH校所属の志願者数 35名（15）

カッコ内は合格者数



“自分の力を最大限に発揮で
きる入試の形式だったから”

「志」特別選抜を選んだ理由は？
（2020年度，令和3年度入試合格者入学前アンケートより）

“自分の将来やりたいことを
アピール出来るのはこの場
しかないと思ったから“



令和4年度（令和3年度実施）
「志」特別選抜の概要



令和4年度「志」特別選抜の定員
学部 学科 専攻・コース 定員

文学部 人文学科 3

国際人間科学部 環境共生学科 7

法学部 法律学科 3

医学部 保健学科

看護学専攻 4

検査技術科学専攻 2

理学療法学専攻 2

作業療法学専攻 2

工学部

建築学科 2

市民工学科 2

電気電子工学科 2

機械工学科 2

応用化学科 3

情報知能工学科 2

農学部

食料環境システム学科
生産環境工学コース 2

食料環境経済学コース 2

資源生命科学科
応用動物学コース 1

応用植物学コース 2

生命機能科学科
応用生命化学コース 1

応用機能生物学コース 3

海洋政策科学部 海洋政策科学科

海洋基礎科学領域・海洋応用
科学領域・海洋ガバナンス領域

5

海技ライセンスコース 航海学
領域・機関学領域

10

合計 62

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，一般入試前期日程の募集人員で調整します。



令和4年度「志」特別選抜入試変更点

• 海洋政策科学部

– 新学部設置に伴う変更

• 工学部応用化学科

– 最終選抜の試験区分及び選抜方法の変更



海洋政策科学部

1. 募集人員

海洋政策科学部 海洋政策学科

海洋基礎科学領域

5海洋応用科学領域

海洋ガバナンス領域

海技ライセンスコース
航海学領域

10
海技ライセンスコース
機関学領域

新学部設置に伴う変更

令和4年度（令和3年度実施）「志」特別選抜



2. 選抜方法
第1次選抜及び最終選抜において段階的に合格者を決定

【海洋基礎科学領域・海洋応用科学領域・海洋ガバナンス領域】
【海技ライセンスコース 航海学領域・機関学領域】
ともに

第1次選抜
理系科目重視型：「書類審査」「模擬講義・レポート（理系）」

「総合問題（理系）」
文系科目重視型：「書類審査」「模擬講義・レポート（文系）」

「総合問題（文系）」

最終選抜

第1次選抜の合格者に対して，共通の「模擬実習, 面接・口頭試問」を
実施



3. 配点
【海洋基礎科学領域・海洋応用科学領域・海洋ガバナンス領域】

【海技ライセンスコース 航海学領域・機関学領域】

ともに

選抜段階 内容 配点

第1次選抜
（理系科目重視型）

書類審査 50点

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

第1次選抜
（文系科目重視型）

書類審査 50点

模擬講義・レポート（文系） 75点

総合問題（文系） 175点

合否判定 300点

最終選抜
模擬実習, 面接・口頭試問 300点

合否判定 300点



工学部応用化学科

試験区分 実施時間

化学演習・発表資料作成 9:30-11:30

化学演習発表および口頭試問 13:00-16:00

選抜方法 選抜内容

化学演習・発表
資料作成

英文等で書かれた化学に関する資料を読み，問題に解答し，
また関連する内容について日本語による口頭発表用資料作
成をしていただきます。これらを通して「知識・技能」「思考
力・表現力」「主体性」を評価します。

口頭試問

口頭試問は個人単位で行います。作成した資料を基に発表
していただき，筆記試験内容および学びたい専門分野に関
する工学的な内容について口頭試問を行います。この口頭
試問には，第1次選抜のレポート・総合問題の内容を含むこ

ともあります。これらを通して「知識・技能」「思考力・判断力・
表現力」を評価します。

最終選抜の試験区分及び選抜方法の変更

令和4年度（令和3年度実施）「志」特別選抜



詳細は「令和4年度（令和3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
（2021年3月22日）」で確認をお願いいたします。



令和4年度「志」特別選抜入試日程

 出願期間

2021年9月1日（水）～9月7日（火）

 第1次選抜

• 理系 2021年10月2日（土）
• 文系 2021年10月3日（日）

 第１次選抜合格発表

2021年10月26日（火）



令和4年度「志」特別選抜入試日程

 最終選抜

2021年11月6日（土）

 最終選抜合格発表

2021年12月3日（金）



• 新型コロナウイルスの感染拡大 の

影響により，入試日程・出願に要す
る内容の変更の可能性があります。

• 神戸大学のWebページより常に最
新の情報を ご確認頂きますようお
願い致します。



「志」特別選抜の提出書類



提出書類

• 活動報告書

 活動実績には活動を証明する書類の添付が必要

• 志望理由書

• 調査書

『令和4年度神戸大学「志」特別選抜 提出書類作成の手引き』を
よく読んで，「活動報告書」や「志望理由書」を作成してください。
手引きには活動実績の記載例を多数掲載しています。



添付書類（証明書類）

「生徒会活動・委員会活動・ホールーム活動・学
校行事・部活動の在籍や役職」については調査
書そのものを証明書類として利用できます。

 他の活動については，調査書に活動が記載
されていることを保証する高等学校作成の
「活動実績に関する証明書」を「活動を証明す
る書類」として出願することができます。



活動実績に関する証明書

想定される流れ

受験者
調査書で活動を証明してほしい活動リストを高校に提出
（活動実績に関する証明書に活動名を記載してもよい）

高校
志願者の活動リストを見て活動内容を確認して調査書
に記載

高校 活動実績に関する証明書を作成し，受験生に渡す

大学
「活動実績に関する証明書」に記載された活動は証明
されたものとみなす



活動実績に関する証明書

大学

活動実績を評価する際に，「活動実績に関する証明書」
に記載された活動は調査書で確認します。
もし，調査書に活動の記載がないときは，場合により
高等学校に活動を追記した調査書の作成をお願いする
こともあります。

外国語の資格・検定や出願要件とされている
活動については「活動実績に関する証明書」で
はなく，活動を証明する添付書類が必要です。

詳しくは『令和4年度神戸大学「志」特別選抜 提出書類作成の
手引き』を参照願います。



第1次選抜



第1次選抜

 神戸大学アドミッションセンターが実施

 書類審査
– 主体的な取り組み等を、多面的・総合的に評価

 模擬講義・レポート（文系・理系）
– 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む

 総合問題（文系・理系）
– 大学入学後に必要とされる適性や学力を総合的

に評価



第1次選抜 入試問題・出題の意図

過去の「志」特別選抜第1次選抜の問題（模擬講
義・レポート，総合問題I,II）は神戸大学アドミッ
ションセンターWebページ内で公開

http://www.edu.kobe-u.ac.jp/admc-info/exam.html



模擬講義・レポート

令和3年度「志」特別選抜入学前アンケートより
アンケート対象者40名 回答者34名

68%

29%

3%

0%

第１次選抜の模擬講義の内容は，興味深

かった。

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

65%

29%

6%

0%

第１次選抜の模擬講義の内容は，勉強に

なった。

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない



総合問題

令和3年度「志」特別選抜入学前アンケートより
アンケート対象者40名 回答者34名

24%

44%

29%

3%

第１次選抜の総合問題Iは難しかった。

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

24%

44%

29%

3%

第１次選抜の総合問題IIは難しかった

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない



最終選抜



最終選抜

各学部・学科・コース・専攻において、それぞ

れのアドミッションポリシーに基づき選考

面接・口頭試問・プレゼンテーション・小論文・

実習・演習など

令和3年度神戸大学「志」特別選抜最終選抜試験問題・出題

の意図・評価のポイント（文学部，国際人間科学部，工学部，
医学部保健学科）を公開



入学前教育



入学前教育

• 神戸大学では，「志」特別選抜の合格者に対
して，各自が自主的に計画を立てて学習でき
る入学前教育のプログラムを提供します。

• 学習する教材の購入費用は8,000円程度（学

部指定の課題図書を除く）で，各自の負担と
なります。

• 経済的事情により自宅にインターネット環境
を構築することが困難な受講生には大学より
無償でモバイルルーターを貸与します。



“高校の学習の復習もしながら新しい大学で
の学びの予習もできて，とても有意義な時間
でした。”
“物理・行列入門の入学前教育を受講するこ
とで、大学に入ってからの授業をスムーズに
取り組むことが出来ると思いました。また、
英語のVOAの動画の授業は高校では学んだ
ことがなく、とても面白かったです。
先生が毎回添削して下さるテストが、丁寧で
わかりやすく復習するのに役立ちました。

入学前教育について感じたこと
（令和3年度入試合格者入学前アンケートより）



平成31年度「志」特別入試入学者2年次アンケートより
アンケート対象者31名 回答者23名

22%

52%

26%

入学前教育は入学後の学修に役立ちましたか。

そう思う

ややそう思う

あまり思わない

全く思わない

平成31年度「志」特別入試入学者2年次アンケート



合格者のメッセージ



令和3年度合格者のメッセージ

“志入試があると知った時から受験を決めて
いました。ただ学力を見るだけではなく、
活動実績も評価されることを魅力に感じま
した。入学前教育の際、他の学部の人の課
題研究を聞く機会もありいい経験ができま
したし、大学で学ぶ意欲もさらに高まりま
した。高校生活でしてきたことに自信が持
てました。”



令和3年度合格者のメッセージ

“私は高校1年生の時にホームページでこの
選抜方法を見つけ、受験しようと心に決め
ていました。3年生になってから本当に受け
てもいいのかと迷いましたが、ここでしか
発揮できないものがあると思い受験しまし
た。大学の先生の方々に自分の考えを聞い
てもらえるという貴重な体験もできるので
ぜひ挑戦して欲しいです。頑張ってくださ
い！”



令和3年度合格者のメッセージ

“担任の先生に志入試を勧めていただき、ま
たコロナ禍で受験がどうなるのかわからな
かったので志入試を受験しました。入学前
教育では探究学習や課題のやり方に戸惑い
ましたが、入学前に経験できてよかったで
す。”



高校学校教員のみなさまへのお願い

日頃から主体的にいろいろな活動に取り

組んでいる生徒のみなさんに、「志」特別

選抜への挑戦を是非勧めるようお願いし

ます。



問い合わせ先

神戸大学アドミッションセンター

– 電話： 078-803-5230・5235・5216
– 時間：9:00〜17:00 （土日祝日及び夏期休業，年

末年始は除く）

– メールアドレス：admc-info@edu.kobe-u.ac.jp


