
神戸大学工学部

「志」特別入試概要

２０２１年５月２５日（火）実施



神戸大学は、大学の教育理念である「真摯・自由・協同」の

精神に基づき、個性輝く人間性豊かな指導的人材を育成する
ことを目標としています。

神戸大学「志」特別入試は、そのような目標の下、

新しい知を創造し人類社会の発展に貢献しようとする
高い志を持つ学生を見出すことを目指し
平成３１年度入試より実施しています。

神戸大学「志」特別入試について
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神戸大学工学部ビジョン

世界とつながる「知」の拠点，神戸で
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

--Engineering Products, Services, and Sustainable Happiness 
@The Port of Sapience, Kobe--

教育理念として「創造性を育む価値観の形成」

研究理念として「科学・技術の開拓と社会への涵養」を掲げ，
誰もが幸福で安寧な未来社会の創造と実現に貢献することを
私たちは目指します．



神戸大学工学部のアドミッションポリシー

1. 旺盛な好奇心と探究心を持つ学生

2. 自由な発想と批判的精神を持つ学生

3. 国際的な活動に積極的に取り組む学生

4. 科学と技術を通じて、地球環境と人類社会との共生・
調和に貢献しようとする学生



「志」特別入試で特に求める学生像

学科名 「志」入試で特に求める学生像

建築学科 「計画」･「構造」･「環境」という建築の基礎的学問領域の知識を習得し，これらを総合して
様々な課題に対応する具体的解答を導き出す「空間デザイン」の能力を身につけようと努
力する学生

市民工学科 市民工学における高度な専門知識と幅広い見識を身につけて，社会基盤施設に関連し
た研究者・技術者・プロジェクトマネージャーとして広い視点から課題に取り組もうとする
学生

電気電子工学科 電気電子工学における基礎知識と論理的思考力を持ち，将来，科学技術分野での活躍
を期待させる意欲を持つ学生

機械工学科 機械工学における高度な専門知識と幅広い見識を持ち，研究・開発のマネージャーとし
て広い視点から課題に取り組もうと努力する学生

応用化学科 化学における高度な専門知識と幅広い見識を持ち，科学と技術を通じて，地球環境と人
類社会との共生･調和に貢献しようとする学生

情報知能工学科 情報知能工学が社会に与える影響に強い関心を示し，理数系科目や語学に関する基礎
的な学力を有した上で，思考力・語学力・総合的学力のいずれかに著しく秀でた学生



建築学科

｢空間デザイン講座｣ ｢建築計画学講座」

｢建築構造工学講座」 ｢建築環境工学講座」

建築・都市デザイン、構造
デザイン、構造・情報シス
テムおよび建築マネージ
メントまでの空間創生のた
めの総合的・実践的なデ
ザインに関する教育研究
を行う。

建築史、建築論、歴史環
境の保全修復計画、人間
居住と住宅・地域計画、建
築・都市防災と建築計画、
都市計画の基礎理論に関
する教育研究を行う。

建築物における音、熱、空
気、光などの環境の解析と
制御に関する教育研究を行
う。

様々な災害に対する各種
建築構造物の安全性・早
期復旧性の向上を目指し
た構造設計法や性能評価
法、振動制御構造、高性
能・高機能材料の提案・応
用などに関する教育研究
を行う。

人間生活の基盤である住宅及び建築施設等の生活空間を創造する学問

学生定員： 93名



市民工学科

• 社会システム技術としての新しい土木工学（Civil Engineering）

• 社会基盤（交通システム，地域防災システム，etc.）の計画，建設，保全を通じて，安全・
安心で環境に調和した市民社会を創成することを目指す工学領域

• 講座構成：

 人間安全工学講座：地震などの自然災害や交通事故などの社会災害に対して
安全な都市・地域を創造する．

 環境共生工学講座：自然と共生する都市・地域を目指した環境の保全，およ
び都市基盤の維持管理・再生・高度化を行う．

 教育目標：21世紀の市民社会が求める

 “パブリック・サービス”の担い手を養成する．

学生定員：63名



• 電子物理講座： ナノ材料・ナノデバイスの物性解析と設計・製作，

次世代 光デバイスの開発，プラズマ・エネルギーの活用

• 電子情報講座： 集積回路，ウェアラブル・コンピュータ，
ネットワーク・セキュリティ，アルゴリズム，人工知能，映像処理

学生定員： 93名

電気電子工学科

高度情報化社会を支えるハードとソフトの

幅広い分野について教育と研究を行っています

半導体材料 集積回路 コンピュータ 通信・ネットワーク エネルギー
ウェアラブル・



機械工学科

これまでの機械工学： 産業発展の原動力
現在の機械工学： 「機械」の概念が広がり，様々な面で社会を支える基盤技術
これからの機械工学： 「持続可能な社会」を支えるために機械のブレイクスル―に挑戦

Blood Flow

Boiling

マグネシウム製⽣体内分解ステントの開発例

カテーテル

ステント

ガイドワイヤ

学生定員：１０３名

熱流体講座
機械や人体，そしてエ
ネルギーシステムの
中での熱・物質の移
動を担う流体の挙動，
性質を対象とする．

先端機能創成学講座
先端的機能を有する材
料およびマイクロ機械
システムの設計，開発
を対象とする．

システム設計講座
要素を統合して目的の
機能を実現する機械シ
ステムの設計，制御を
対象とする．

材料物理講座
機械・構造材料の様々
な環境での特性・現象
の解明と高機能化を
対象とする．
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分子レベルのミクロな基礎化学

応用化学は21世紀の夢を担う

応用化学科

(1) 工業的に有利な生産方式開発（プロセス）

(2) 物質創製や生産への生物応用（生物工学）

物質化学講座

(1) 機能性を有する物質の創造（合成）

(2) 機能性新素材の開発（機能発現）

化学工学講座 資源・エネルギーの有効利用

・化学の基礎と専門知識を教育
・工業の発展に役立つ研究者・技術者の育成
・省資源/環境に配慮できる国際的人材の育成

学生定員：106名

応用化学科の
目指すもの

学生定員：１０６名
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情報知能工学科

・システム科学分野

システム科学分野では，大規模化や複雑化が進むシステム
の解析・設計・構築・運用のための基礎理論や方法論を追及
します。

・情報科学分野

情報科学分野では，高度情報化社会に貢献する情報科
学技術の新たな学問分野の開拓と展開を目指します。

・計算科学分野

計算科学分野では，計算アプローチによる科学技術探求の理
論・方法論並びにこれを支えるスパコンなどの高性能計算の理
論・基盤技術を追求します。

工場模型を使った効率的なモノづくりの支援

ウイルス飛沫拡散シミュレーション

脳計測と深層学習による人の意思推
定

学生定員：１０７名
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神戸大学グローバルチャレンジプログラム

２０２０年度の情報です（２０２１年度は未定）
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令和３年度入学者入試情報（「志」特別入試）

「志」特別入試

定員 志願者 受験者
一次選抜

合格者
最終選抜

合格者
入学者

建築学科 2 16 16 3 1 1

市民工学科 2 0

電気電子工学科 2 1 1 0

機械工学科 2 3 3 0

応用化学科 3 8 8 7 4 4

情報知能工学科 2 3 3 2 2 2

計 13 31 31 12 7 7

※神戸大学「志」特別入試では、選抜の結果によっては、合格者が定員に対し増減することがあります。
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令和３年度入学者入試情報（一般入試）

前期日程

定員 志願者 受験者 合格者 志願倍率 入学者

建築学科 75 259 253 76 3.5 75

市民工学科 46 157 156 48 3.4 48

電気電子工学科 73 260 257 76 3.6 74

機械工学科 88 347 339 94 3.9 93

応用化学科 85 200 195 85 2.4 83

情報知能工学科 90 415 404 93 4.6 93

計 457 1638 1604 472 3.6 466

後期日程

定員 志願者 受験者 合格者 志願倍率 入学者

建築学科 16 203 74 20 12.7 17

市民工学科 15 99 51 18 6.6 14

電気電子工学科 18 211 65 23 11.7 19

機械工学科 13 201 77 16 15.5 11

応用化学科 18 214 89 24 11.9 21

情報知能工学科 15 290 111 19 19.3 16

計 95 1218 467 120 12.8 98
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進 路 状 況

令和2年度卒業者：（ ）は女子学生で内数

学科 大学院進学 就職 その他 計

建築学科 66（1５） 25（11 ） 4（2） 95（28）

市民工学科 43（7） 14（2） 2（0） 59（9）

電気電子工学科 66（4） 19（4） 3（0） 88（ 8）

機械工学科 80（1） 18（4） 5（0） 103（5）

応用化学科 81（16） 22（10） 1（0） 104（26）

情報知能工学科 88（7） 15（1） 3（1） 107（9）

計 424（50） 113（32） 18（3） 556（85）

進学率76%



11

建築学科・建築学専攻
大林組、清水建設、竹中工務店、JR西日本不動産開発、日建設計、大和ハウス工業、西日本旅客鉄道、大成建設、
長谷工コーポレーション、鹿島建設、西松建設、安井建築設計事務所

市民工学科・市民工学専攻
神戸市役所、大阪市役所、西日本高速道路、国土交通省、大成建設、東京電力ホールディングズ、リバー産業、
建設技術研究所、大林組、関西電力、大阪ガス、西日本旅客鉄道、兵庫県庁、横河ブリッジ、清水建設

電気電子工学科・電気電子工学専攻
富士通、パナソニック、三菱電機、村田製作所、関西電力、クボタ、トヨタ自動車、日鉄ソリューションズ、古河電気工業、
西日本電信電話、デロイトトーマツサイバー合同会社、 KDDI、シャープ、ダイキン工業、 NTTデータ、神戸製鋼

機械工学科・機械工学専攻
クボタ、ダイキン工業、パナソニック、三菱電機、スズキ、京セラ、神戸製鋼所、川崎重工業、三菱重工業、トヨタ自動車、
日本製鉄、キヤノン、野村総合研究所、日本航空、本田技研工業、SUBARU、村田製作所、東レ、ソニー、AGC

応用化学科・応用化学専攻
三井化学、東レ、東洋紡、三菱ケミカル、花王、ダイキン工業、カネカ、 AGC、三菱重工業、日本電産、バンドー化学、
積水化学工業、関西電力、大阪ガス、トヨタ自動車、日本触媒、シオノギ製薬、ファイザー、神戸製鋼所

情報知能工学科・システム情報学研究科
富士通、日立製作所、 ＫＤＤＩ、パナソニック、西日本電信電話、川崎重工業、 PwCコンサルティング合同会社、
本田技研工業、アイテック阪急阪神、アクセンチュア、 オプテージ、キヤノン、日本IBM、シャープ、トヨタ自動車

就職先（一部）

令和２年度卒業生・修了生



お問い合わせ先

◎第一次選抜に関すること

アドミッションセンター

ＴＥＬ０７８－８０３－５２３０，５２１６

◎最終選抜に関すること

工学部教務学生係

ＴＥＬ０７８－８０３－６３５０


