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１ 神戸大学の機能強化に向けた学生定員の再配置について  
 
神戸大学では，研究力強化（理工系人材育成機能強化）及びグローバル化（グローバル人材育成強化）を

目指し，平成 29 年度より次のような組織再編を計画しています。 
 研究力強化に関しては，理工系学部の入学定員を増員し，未来の理工系研究者を数多く育成することで，
大学全体の機能を更に強化します。 
 また，グローバル化に関して，新たに設置予定の国際人間科学部では「全員」が海外研修・フィールド学
修を経験する他，人文・人間科学系学部ではアクティブラーニングなどをより充実するため，定員規模を見
直し，少人数教育の徹底による教育の質の向上を図ります。具体的には，下記の表に示すとおりです。 

現 行 再編統合・設置後 

学部名 学科名等 入学定員 学部名 学科名等 入学定員 

文学部 人文学科 115 名 文学部 人文学科 100 名 

国際文化学部 国際文化学科 140 名 

国際人間 
科学部 

グローバル文化学科 140 名 

発達科学部 

人間形成学科 90 名 発達コミュニティ学科 100 名 

人間行動学科 50 名 環境共生学科 80 名 

人間表現学科 40 名 子ども教育学科 50 名 

人間環境学科 100 名 
計 370 名 

計 280 名 

法学部 法律学科 180 名 法学部 法律学科 180 名 

経済学部 経済学科 270 名 経済学部 経済学科 270 名 

経営学部 経営学科 260 名 経営学部 経営学科 260 名 

理学部 

数学科 25 名 

理学部 

数学科 28 名 

物理学科 35 名 物理学科 35 名 

化学科 25 名 化学科 30 名 

生物学科 20 名 生物学科 25 名 

惑星学科 35 名 惑星学科 35 名 

計 140 名 計 153 名 

医学部 

医学科 112 名 

医学部 

医学科 112 名 

保健学科 160 名 保健学科 160 名 

 看護学専攻 （80 名）  看護学専攻 （80 名） 

 検査技術科学専攻 （40 名） →  検査技術科学専攻 （40 名） 

 理学療法学専攻 （20 名）  理学療法学専攻 （20 名） 

 作業療法学専攻 （20 名）  作業療法学専攻 （20 名） 

計 272 名 計 272 名 

工学部 

建築学科 90 名 

工学部 

建築学科 93 名 

市民工学科 60 名 市民工学科 63 名 

電気電子工学科 90 名 電気電子工学科 93 名 

機械工学科 100 名 機械工学科 103 名 

応用化学科 100 名 応用化学科 106 名 

情報知能工学科 100 名 情報知能工学科 107 名 

計 540 名 計 565 名 

農学部 

食料環境システム学科 35 名 

農学部 

食料環境システム学科 36 名 

資源生命科学科 53 名 資源生命科学科 55 名 

生命機能科学科 62 名 生命機能科学科 69 名 

計 150 名 計 160 名 

海事 
科学部 

グローバル輸送科学科 80 名 

海事 
科学部 

グローバル輸送科学科 80 名 

海洋安全システム科学科 40 名 海洋安全システム科学科 40 名 

マリンエンジニアリング学科 80 名 マリンエンジニアリング学科 80 名 

計 200 名 計 200 名 

  合  計   2,547 名 
 

 合  計   2,530 名 
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２ 国際人間科学部の設置予定について  
 

 神戸大学では平成29年４月に，下記のとおり「国際文化学部」と「発達科学部」を再編統合し，新たに
「国際人間科学部」を設置する予定です。 

 

現行（平成 28 年度） 
 

再編統合・設置後（平成 29 年度） 

学部・学科 入学定員 学部・学科 入学定員 

国際文化学部  国際人間科学部  

 国際文化学科 140 人  グローバル文化学科 140 人 

発達科学部   発達コミュニティ学科 100 人 

 人間形成学科 90 人 環境共生学科  80 人 

 人間行動学科 50 人  子ども教育学科   50 人 

 人間表現学科 40 人 
 

 人間環境学科 100 人 

 

３ 国際人間科学部の人材養成像と特色について  
 

①国際人間科学部の人材養成像 

 グローバルイシュー（現代社会が地球規模での協働を通して取り組まなければならない課題）を深い
人間理解と他者への共感をもって解決し，世界の人が多様な境界線を越えて共存できる「グローバル共
生社会」の実現に貢献する 「協働型グローバル人材」を養成します。 

 
②国際人間科学部の概要 

１．グローバルイシューを多角的に分析・検討する能力を磨く学部共通教育の実施 
 国際人間科学部が養成する「協働型グローバル人材」の知的基盤を築くため，世界中で起きている多
様なグローバルイシューを文理の枠を越えて深く理解できる想像力と共感力，これらの課題の解決に向
けて人々を先導できるリーダーシップ，そして複数言語や ICT を使いこなす多様なコミュニケーション
能力と情報収集力・分析力等を培う基礎教育を実施します。 
 
２．海外研修・フィールド学修での学科横断・実践型教育プログラム（グローバル・スタディーズ・プ

ログラム（GSP））の実施 
 グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）とは，グローバルイシューの解決に向けて多様な人々
と協働しつつリーダーシップを発揮する行動力を身に付けるための実践型教育プログラムです。グルー
プ学修を含む事前学修(オリエンテーション)によって学生個々人の課題を明確に設定した上で，学生全
員が海外での研修とフィールド学修に参加し，さらに，事後学修(リフレクション)において事前の想定
と実際との違いを理解し，問題への対処を振り返り，自らのキャリア形成に役立てます。 
 
３．「異文化理解」，「人間発達」，「環境共生」の観点からの専門的な教育の実施 
グローバルイシューの解決に向けてそれぞれの専門的知識を活かし多様な貢献を果たせる「協働型グ

ローバル人材」を養成するため，「異文化理解」の観点から多文化状況，文化交流，文化摩擦等をめぐ
る諸問題の解決への道筋を提案できる発信力，「人間発達」の観点から人間の発達の諸相の理解とそれ
を支えるコミュニティの形成を実現できる実践力，「環境共生」の観点から共生社会を支える環境の創
出と保全に寄与する分析力と行動力，さらに，これらの専門との連携によって次世代指導者を育成する
教育力を身に付ける専門教育を実施します。 
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③各学科の概要 

学科名 概要 

グローバル文化学科 

多文化間の境界を乗り越えるグローバル共生社会を実現するため，諸文化の
多様な様相と社会のグローバル化についての正確な理解を基に，現代世界が抱
える文化的・社会的問題を自らのイニシアティヴで解決へと導くリーダーシッ
プを備えた人材を養成する。 

発達コミュニティ学科 

 人間の発達は多様なコミュニティにおける社会的諸関係（学修や経験・協働）
を通じて実現されていく。「発達コミュニティ」をこのように理解した上で，人
々の多様性や異質性を尊重した持続可能なグローバル共生社会の実現を目指
し，人間の多様な発達と，発達を支えるコミュニティ（多様な人々が協働する
社会）に関する教育を行い，人間がより良く生きるとともに，それを可能にす
る多様なコミュニティを，国際社会を舞台として形成・展開していく能力を身
に付けた人材を養成する。 

環境共生学科 

 人間と環境の調和に根ざす持続可能なグローバル共生社会の実現を目指し，
身近な環境から地球環境に至る幅広い環境について，様々な問題を発見・立論
し，解決に導くために必要な能力を有し，さらに，国際的な視野から課題に取
り組む行動力を身に付けた人材を養成する。 

子ども教育学科 
 次世代育成を通したグローバル共生社会の実現を目指し，グローバル社会に
関わる幅広い視野を持ちながら，子どもと学校が抱える課題を多面的に認識し，
実践的に解決していく能力を身に付けた初等教育教員等を養成する。 

 
④実践型教育プログラム「グローバル・スタディーズ・プログラム（GSP）」について 

学生全員が海外での研修とフィールド学修に参加し，グローバル社会における課題について考察を深
め，卒業研究へとつなげていきます。卒業後，「協働型グローバル人材」として社会に羽ばたくために，
海外体験が不可欠の経験型学修が必要であるという観点から，GSP を「必修科目」に指定しています。 
 
１．専門性に応じて幅広い選択が可能 
GSP の中心となる海外研修・フィールド学修では，身に付ける専門性や希望に応じて，次の３つのコー

スを用意しています。 
・留学型 GS コース：中長期留学と現地でのフィールド学修 
・実践型 GS コース：海外スタディーツアー（またはインターンシップ） 
・研修型 GS コース：海外語学研修（またはサマースクール）と国内でのフィールド学修 

※GSP における海外研修・フィールド学修のプログラムは多彩であり，世界中の多様な地域や文化圏 
で実施されます。 

 
２．充実した支援体制 
・GSP オフィスを置き，プログラムを支援し，学生の相談にも応じます。 
・学生の経済的な負担を軽減するため，海外研修の助成制度があります。 
・学生の安全確保のため，危機管理体制を構築しています。 
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４ アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）  
 

神戸大学が求める学生像 
 

神戸大学は，世界に開かれた国際都市神戸に立地する大学として，国際的で先端的な研究・教育の拠点に

なることを目指しています。 

これまで人類が築いてきた学問を継承するとともに，不断の努力を傾注して新しい知を創造し，人類社会

の発展に貢献しようとする次のような学生を求めています。 
 

１．進取の気性に富み，人間と自然を愛する学生 

２．旺盛な学習意欲を持ち，新しい課題に積極的に取り組もうとする学生 

３．常に視野を広め，主体的に考える姿勢を持った学生 

４．コミュニケーション能力を高め，異なる考え方や文化を尊重する学生 

 

国際人間科学部が求める学生像 

 
国際人間科学部では，グローバル社会で生起する環境，災害，民族，宗教，経済格差，人権，教育，社会

福祉等に関わる諸課題を深い人間理解と他者への共感をもって解決し，世界の人々が多様な境界線を越えて
共存できる「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協働型グローバル人材」を養成することを目的とし
ています。そのために，次のような学生を求めています。 
 
国際人間科学部の求める学生像 
１．現代社会の諸問題を発見し，その問題を多面的にとらえて考察し，自分の考えをまとめる基礎的な能

力を有する学生 
２．異なる考え方や文化を尊重し，共感をもって，積極的にコミュニケーションを行う資質を有する学生 
３．国内外の様々な人と連携・協働して，地球規模で問題を解決し，社会に貢献しようとする意欲を持つ

学生 
 

各学科の趣旨及び求める学生像 
 

【グローバル文化学科（推薦入試）】 

（趣旨） 

グローバル文化学科では，グローバル社会で生起する環境，災害，民族，宗教，経済格差，人権，

教育，社会福祉等に関わる諸課題を深い人間理解と他者への共感をもって解決し，世界の人々が多様な

境界線を越えて共存できる「グローバル共生社会」の実現に貢献する「協働型グローバル人材」を養成

することを目的としています。 

そのために，次のような学生像に基づき，以下に述べる選抜方法による推薦入試を実施します。 
 

（求める学生像） 

１．現代社会の諸問題を発見し，その問題を多面的にとらえて考察し，自分の考えをまとめる基礎

的な能力を有する学生 

２．異なる考え方や文化を尊重し，共感をもって，積極的にコミュニケーションを行う資質を有す

る学生 

３．国内外の様々な人と連携・協働して，地球規模で問題を解決し，社会に貢献しようとする意欲

を持つ学生 
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【発達コミュニティ学科 『身体運動受験』（ＡＯ入試）】 

（趣旨） 

発達コミュニティ学科では，人間がより良く生きるとともに，それを可能にする多様なコミュニテ

ィを形成するための能力を身につけた人材を養成することを目指しています。具体的には，人間発達

全体像を多面的にとらえる能力及び心理やアート，スポーツ等を通じてコミュニティの形成に貢献で

きる実践的な能力を有する人材を養成します。 

発達コミュニティ学科では，スポーツなどの身体運動に深い興味，関心があり，その経験と知識を

有する者の中から，上記の趣旨に合った人材を積極的に求めるために，次のような学生像に基づき，

以下に述べる選抜方法によるアドミッション・オフィス入試を実施します。 
 

（求める学生像） 

１．運動やスポーツなどの身体運動の実践と，それらの人文，社会，自然科学にわたる多角的な視

野からの学修，研究に強い意欲がある学生 

２．発達コミュニティ学科の教育目標を達成する学力とグローバルな視点を有し，運動やスポーツ

にかかわる課題発見とその解決に，様々な人々と協働して取り組むことができる学生 

 

【発達コミュニティ学科 『表現活動受験』（音楽受験，美術受験，身体表現受験）（ＡＯ入試）】 

（趣旨） 

発達コミュニティ学科では，人々の多様性や異質性を尊重した持続可能なグローバル共生社会の創

造を目指して，人間の多様な発達と，人間の発達を支え実現する場としてのコミュニティに関する諸

理論及び現代的課題について研究・教育を行い，人間がより良く生きるとともに，それを可能にする

多様なコミュニティを実現するための実践的な人材を養成します。具体的には，人間発達全体像を多

面的にとらえる能力及び心理やアート，スポーツ等を通してコミュニティの形成に貢献できる実践的

な能力を有する人材を養成します。 

発達コミュニティ学科では，上記の趣旨に合った人材を積極的に求めるために，次のような学生像

に基づき，以下に述べる選抜方法によるアドミッション・オフィス入試を実施します。 
 

（求める学生像） 

１．音楽や造形，舞踊といった創造表現の実践に強い関心があり，アートに関する実践的，科学的，

文化的な問題を追求，解明するために，関連する諸問題を広い視野から学び，研究する学生 

２．発達コミュニティ学科の教育目標を達成する能力を持ち，具体的な課題を自ら発見し，解明す

るとともに，芸術振興やマネジメントなどの社会的活動について積極的に参画する意欲のある学

生 
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【環境共生学科（ＡＯ入試）】 

（趣旨） 

環境共生学科では，人間と環境の調和に根ざす持続可能なグローバル共生社会の実現を目指し，身

近な環境から地球環境にいたる幅広い環境について，様々な問題を発見・立論し，解決に導くために

必要な実践的人材を養成します。 

また，環境共生学科の学生は，分野にとらわれない広い領域の基礎知識を身につけること，自ら問

題を発見し提起して深く探究すること，広範な専門分野の人々と協力して課題を追究していくことが

求められます。 

この入試では，特に理科系の分野から人間環境の諸課題に挑戦しようとする学生を募集します。例

えば，ヒトやその他の生命系の分子・細胞レベル，個体レベル，生態レベルの様々な階層における応

答の解明や，化学物質の動態や気候変化などを含む地球や宇宙の複雑な諸現象の解明をふまえて，新

しい環境科学を創造したり具体的な問題に実践的に取り組んだりできるよう，大学教育のなかで成長

していける人材です。 

そのため，理科に関する探究的課題や研究に自然科学的なアプローチによって実践的に取り組んで

きた者に対し，次のような学生像に基づき，以下に述べる選抜方法によるアドミッション・オフィス

入試を実施します。 
 

（求める学生像） 

１．理科系の広範な分野に関心と興味をもち，自然環境に関する基礎的・応用的・実践的な問題を

解明・解決していくために，関連する諸学問を広い視野から深く学ぶ意欲のある学生 

２．自然環境に関連した具体的な課題を自ら発見し，それを徹底的に深く掘り下げて追究すること

によって問題の解明・解決を図っていく資質を有する学生 

 
５ 募集人員  
 

学部 学科 学力検査等の区分 募集人員 

国際人間科学部 

グローバル文化学科 推薦  10 人 

発達コミュニティ学科 
ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ

･ｵﾌｨｽ 

(ＡＯ) 

身体運動受験 12 人 

表現活動受験 

音楽受験 12 人 

美術受験 ８人 

身体表現受験 ４人 

環境共生学科  ５人 

※グローバル文化学科の推薦入試において，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。 
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６ 出願資格  
 

【グローバル文化学科（推薦入試）】 
高等学校又は中等教育学校（以下，「高等学校等」という。）を平成 28 年３月に卒業した者又は平成 29

年３月卒業見込みの者 
 

【発達コミュニティ学科，環境共生学科（ＡＯ入試）】 
次のいずれかに該当する者 

（１）高等学校等を卒業した者及び平成29年３月卒業見込みの者 
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年３月修了見込みの者 
（３）学校教育法施行規則第150条の規定により，高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があると認め

られる者及び平成29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等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，高等学校等を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認めた者で，平成29年３月31日までに満18歳に達するもの 

※ 個別の入学資格の詳細については，発達科学部教務学生係（TEL 078-803-7924）へお問い合わせ
ください。 

 
７ 出願要件  
 

【グローバル文化学科（推薦入試）】 

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のスコアをもつ者（ただし，平成29年３月31日以前に有効期限が切れ

ないこと） 

３．調査書の全体の評定平均値が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，合格した場合は必ず入学することを確約できる者 

５．平成29年度大学入試センター試験の次の教科・科目〔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 
 

教科名 科     目     名 

国語 「国語」 

地歴，公民 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「倫理，政治・経済」から２ 

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 

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 

外国語  「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から１ 
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【発達コミュニティ学科 『身体運動受験』（ＡＯ入試）】 
次のすべての要件を満たす者 

１．発達コミュニティ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．平成 29 年度大学入試センター試験の次の教科・科目〔５教科７科目〕又は〔５教科８科目〕又

は〔６教科８科目〕を受験する者 

 

教科名 科     目     名 

国語 「国語」 

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 

地歴，公民 

理科 

 

（「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「倫理，政治・経済」）から２と    ※１ 

（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」）から２ 

又は 
 

（「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「倫理，政治・経済」）から１と  ※２ 

（「物理」「化学」「生物」「地学」）から２ 

外国語  「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から１ 

※１及び※２については，13ページの「10 入学者選抜の方法【発達コミュニティ学科 『身体運動受験』】

３）配点」の１及び２を参照してください。 

 

【発達コミュニティ学科 『表現活動受験』（音楽受験，美術受験，身体表現受験）（ＡＯ入試）】 

次のすべての要件を満たす者 

１．発達コミュニティ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．平成 29 年度大学入試センター試験の次の教科・科目〔５教科６科目〕又は〔５教科７科目〕を

受験する者 

 

教科名 科     目     名 

国語 「国語」 

地歴，公民 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」「倫理，政治・経済」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 

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 

外国語  「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」から１ 

 

【環境共生学科（ＡＯ入試）】 
次のすべての要件を満たす者 

１．環境共生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．平成 29 年度大学入試センター試験の次の教科・科目〔３教科５科目〕を受験する者 

 

教科名 科     目     名 

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 

理科 （「物理」「化学」「生物」「地学」）から２ 

外国語  「英語」 
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【注意事項（全学科共通）】 
１．「簿記・会計」，「情報関係基礎」を選択解答できる者は，高等学校等において，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，「筆記試験」と「リスニングテスト」を課します。 

また，成績については，筆記試験(200 点満点)とリスニングテスト(50 点満点)の合計 250 点満

点(リスニングテストを免除された者については，筆記試験 200 点満点）を各学科，受験パター

ンの配点にあわせて換算します。 

 

８ 出願手続  
 
（１）出願期間 
【グローバル文化学科（推薦入試）】 
平成28年12月12日（月）～平成28年12月16日（金）（17時必着） 
ア 出願書類は，所定の出願用封筒に入れ，高等学校等の長を通じて，「書留速達」により郵送し
てください。 

イ 推薦者が２人の場合は，それぞれ１人分ずつの出願書類を所定の封筒に入れ，それを別の封筒
に一括して「書留速達」により郵送してください。 

 
【発達コミュニティ学科（ＡＯ入試）】【環境共生学科（ＡＯ入試）】 
 平成28年11月７日（月）～平成28年11月11日（金）（17時必着） 
   出願書類は，所定の出願用封筒に入れ，「書留速達」により郵送してください。 
   直接持参しても受理いたしませんので，郵便事情を十分考慮して，早めに送付してください。 
 
（２）出願書類の送付先 
【グローバル文化学科（推薦入試）】 
〒657－8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1 神戸大学 国際人間科学部 

グローバル文化学科 担当教務学生係 
TEL 078-803-7530 
 

【発達コミュニティ学科（ＡＯ入試）】 
〒657－8501 神戸市灘区鶴甲3-11  神戸大学 国際人間科学部 

発達コミュニティ学科 担当教務学生係 
TEL 078-803-7924 
 

【環境共生学科（ＡＯ入試）】 
〒657－8501 神戸市灘区鶴甲3-11  神戸大学 国際人間科学部 

環境共生学科 担当教務学生係 
TEL 078-803-7924 
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（３）出願に必要な書類等 
【全学科共通】 

書類等 備考 

入学願書 
（整理票・受験票） 

所定の用紙により，「入学願書記入上の注意」を参照の上，記入してください。 
（21ページ参照） 

調査書 

（１）高等学校等を卒業した者及び平成29年３月卒業見込みの者は，高等学校等に
おいて文部科学省の定めた様式により作成した調査書を提出してください。
（厳封したもの） 

（２）高等専門学校第３学年修了者及び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は，出身
校において文部科学省の定めた調査書に準じて作成したものをもって調査書に
代えることができます。 

（３）高等学校卒業程度認定試験合格者（大学入学資格検定合格者を含む。）は，
合格成績証明書をもって調査書に代えることができます。 
◎受験科目の一部免除がある場合は，当該科目にかかる成績証明書や技能審査
合格証明書等を添えてください。 

（４）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
で文部科学大臣の指定したもの，国際バカロレア資格取得者，アビトゥア資格
取得者，バカロレア資格（フランス共和国）取得者及び文部科学大臣の指定を
受けた専修学校高等課程の学科を修了した者は，成績証明書をもって調査書に
代えることができます。 

写真 
３か月以内に撮影したものを整理票の所定の欄に貼ってください。 
（上半身，脱帽，正面，縦４㎝・横３㎝） 

検定料 

１７，０００円 
所定の郵便局・ゆうちょ銀行専用払込用紙（検定料用）を使用して郵便局・ゆう

ちょ銀行（ＡＴＭ不可）で払い込み，振替払込受付証明書（郵便局・ゆうちょ銀行
の日附印が必要）を入学願書裏面の所定の欄に必ず貼り付けて提出してください。 
納付された検定料は次の場合を除き返還できません。 
①出願書類等を提出しなかった場合，出願書類等が受理されなかった場合 
②検定料を誤って二重に払い込んだ場合 
【グローバル文化学科のみ】 
③出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等による出願無資格者であ
ることが判明した場合 
【環境共生学科のみ】 
④第１次選抜で不合格となった場合 
※検定料の返還額・方法 
・上記①又は②又は③の場合：返還額は別途お知らせします。 
・上記④の場合：１３，０００円を返還します。 
 返還方法は「検定料返還請求書」にてお知らせします。 

受験票送付用封筒 
受験票の送付に使用しますので，所定の封筒に，出願者の郵便番号，住所，氏名

を記入し，郵便切手362円を貼ってください。 
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【グローバル文化学科（推薦入試）】 

センター試験 
成績請求票 

大学入試センターから送付された平成29センター試験成績請求票のうち，   
「推薦国公立推薦入試用」を入学願書の所定の欄に貼ってください。 
※「成績請求票」が届いていない場合は，貼付せずに出願し，届き次第，別途 
「簡易書留速達」により郵送してください。 

推薦書 所定の用紙により高等学校等の長が作成したもの。 

自己推薦書 所定の用紙により自筆にて記入してください。 

TOEFL iBTスコア 

TOEFL iBT公式スコアレポート（Official Score Report）を平成28年12月16日
（金）までに神戸大学に到着するようにETSに送付手続を取ってください。スコア
送付のための登録コード（DI code）は「３９６８」です。10月末までを目途に手
続を行ってください。 

個人宛に送付されたTOEFL iBTスコアレポート，そのコピー又はインターネット
上のスコア照会画面やPDFファイルをプリントアウトしただけのものは受理でき
ません。 
（注）例外的に，在籍中の高等学校等において原本照合（高等学校等の長が「事実と相違

ない旨」を証明すること）が可能な場合は，スコアレポートの写し等をTOEFL iBT公式

スコアレポートの代わりに出願時に受け付けます。 

なお，この場合においても，既に提出したスコアレポートの写し等と同じ試験日の 

TOEFL iBT公式スコアレポートが速やかに本学に到着するように，至急ETSに送付手続

を取ってください。 

あて名ラベル（２片） 
入学手続関係書類及び合否結果の郵送に使用しますので，所定の用紙に出願者

の郵便番号・住所・氏名及び高等学校等の郵便番号・所在地・学校名を記入して
ください。 

 
【発達コミュニティ学科 『身体運動受験』（ＡＯ入試）】 

志望理由書 所定の用紙に「提出書類の記入要領」を参照の上，記入してください。 

身体行動に関する競技・活動の 

 履歴と成績一覧及びそれを証明 

する資料 

所定の用紙に「提出書類の記入要領」を参照の上，記入してください。 

競技・活動の成績を証明するもの（賞状あるいは新聞記事などのコピー等）が

ある場合には，それを添付してください。 

あて名ラベル（２片） 
第１次選抜結果の郵送及び最終選抜の結果の郵送に使用しますので，所定の用

紙２片ともに，出願者の郵便番号・住所・氏名を記入してください。 

センター試験 

成績請求票 

第１次選抜合格者に，別途「成績請求票貼付用台紙｣及び返送用封筒を送付しま

すので，大学入試センターから送付された「平成29センター試験成績請求票」の

うち「ＡＯ 国公立ＡＯ入試用」を合格通知時に指定する期日までに所定の欄に

貼り，提出してください。 

 
【発達コミュニティ学科 『表現活動受験』（音楽・美術・身体表現受験）（ＡＯ入試）】 

志望理由書 所定の用紙に発達コミュニティ学科を志望する理由を800字以内で書いてください。 

ポートフォリオ 

（美術受験のみ） 

一式。詳細は，14ページの「10 入学者選抜の方法【発達コミュニティ学科 『

表現活動受験』（美術受験）】を参照してください。 

あて名ラベル（２片） 
第１次選抜結果の郵送及び最終選抜の結果の郵送に使用しますので，所定の用

紙２片ともに，出願者の郵便番号・住所・氏名を記入してください。 

センター試験 

成績請求票 

第１次選抜合格者に，別途「成績請求票貼付用台紙｣及び返送用封筒を送付しま

すので，大学入試センターから送付された「平成29センター試験成績請求票」の

うち「ＡＯ 国公立ＡＯ入試用」を合格通知時に指定する期日までに所定の欄に

貼り，提出してください。 
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【環境共生学科（ＡＯ入試）】 

志望理由書 
所定の用紙に「提出書類の記入要領」を参照の上，記入するか，又は所定の様

式と同じものを作成してください。 

記述書 「提出書類の記入要領」を参照の上，作成してください。 

あて名ラベル（３片） 
第１次選抜結果，第２次選抜の結果及び最終選抜結果の郵送に使用しますので，

所定の用紙３片ともに，出願者の郵便番号・住所・氏名を記入してください。 

センター試験 
成績請求票 

第２次選抜合格者に，別途「成績請求票貼付用台紙｣及び返送用封筒を送付しま
すので，大学入試センターから送付された「平成29センター試験成績請求票」の
うち「ＡＯ 国公立ＡＯ入試用」を合格通知時に指定する期日までに所定の欄に
貼り，提出してください。 

 
（４）出願についての注意事項 

① 国公立大学の推薦，ＡＯ入試へ出願することができるのは，それぞれ一つの大学・学部・学科
のみですので，十分考慮の上，出願してください。 

② 出願書類の受付は，郵送によるもののみとし，直接持参しても受理しませんので，郵便事情を
十分考慮して，早めに送付してください。 

③ 出願書類等に不備がある場合には，受理しないことがありますので十分注意してください。 
④ 出願書類等の返却及び記入事項の変更は認めませんが，連絡先やあて名ラベルのあて先に変更

がある場合には，速やかに「（２）出願書類の送付先」まで連絡してください。 
⑤ 出願書類等に虚偽の記載をした者は，入学手続完了後であっても入学許可を取り消すことがあ

ります。その場合，入学料は返還しません。 
⑥ 卒業見込みで出願した者が，平成29年３月31日までに卒業しなかった場合は，入学許可を取り

消します。 
⑦ グローバル文化学科推薦入試の入学手続者が募集人員に満たなかった場合は，その不足した人

員をグローバル文化学科の一般入試前期日程の募集人員に加えます。 
⑧ 発達コミュニティ学科及び環境共生学科のＡＯ入試の入学手続者が募集人員に満たなかった場

合は，その不足した人員をそれぞれの学科の一般入試前期日程の募集人員に加えます。 

 

９ 受験上及び修学上の配慮を必要とする者の事前相談  
 
障がいのある者等のうち，受験上及び修学上の配慮を必要とする志願者は，出願開始１ヶ月前まで

に「８ 出願手続（２）出願書類の送付先」に相談してください。 
（注）事前相談は障がいのある者等に神戸大学の現状をあらかじめ知ってもらい，受験及び修学にあ

たってより良い方法やあり方を実現するためのもので，障がいのある者等の受験及び修学を制限
するものではありません。 

日常生活においてごく普通に使用されている補聴器，松葉杖，車椅子等を使用して受験する場
合も，試験場設定等において何らかの配慮が必要となる場合がありますので，事前に相談してく
ださい。 
相談の内容によっては対応に時間を要することもありますので，できるだけ早い時期に相談し

てください。 
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10 入学者選抜の方法  
 

【グローバル文化学科（推薦入試）】 

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 TOEFL iBT スコア並びに

大学入試センター試験の成績を総合して入学者の選抜を行います。配点は以下のとおりです。 

試験の区分 国語 地歴，公民 数学 理科 外国語 その他 合計 

大学入試センター試験 100 120 80 40 60  400 

書類審査      30 30 

TOEFL iBT      400 400 

合計 100 120 80 40 60 430 830 

 
【発達コミュニティ学科 『身体運動受験』（ＡＯ入試）】 

１）第１次選抜 
 第１次選抜の合格者は，募集人員の２倍を上限とします。 
  書類審査（調査書，志望理由書，身体行動に関する競技・活動の履歴と成績一覧）及び身体運動に
関する能力の検査１により選抜します。 
  試験当日は，神戸大学受験票を必ず持参してください。 

試験期日 試験時間 試験科目 

平成 28 年 11 月 26 日（土） 
９：30～ 
12：00 

身体運動に関する能力の検査１ 
（身体運動に関する筆記試験を課します。） 

 
 ２）最終選抜 
 第１次選抜合格者のみに対して，身体運動に関する能力の検査２及び面接・口述試験を行い，第１
次選抜，最終選抜の成績及び大学入試センター試験の成績を総合して選抜します。 
試験当日は，神戸大学受験票を必ず持参してください。 

試験期日 試験時間 試験科目 

平成 28 年 12 月 17 日（土） 
18 日（日） 

９：30～ 
身体運動に関する能力の検査２ 
（身体運動に関する課題の実演を課します。） 
面接・口述試験 

 
３）配点 

試験の区分 国語 数学 地歴，公民 理科 外国語 その他 合計 

大学入試センター試験 45 44 
●44 ●22 

45  200 
★22 ★44 

 
書類審査 
 

     50 50 

身体運動に関する能力
の検査１ 

     150 150 

身体運動に関する能力
の検査２ 

     150 150 

面接・口述試験      150 150 

合計 45 44 66 45 500 700 

 
 「地歴，公民」と「理科」の配点については以下のとおりです。 

１．●印は，８ページの「７ 出願要件 【発達コミュニティ学科 身体運動受験】」の※１のとおり選
択解答した場合の配点です。 

２．★印は，８ページの「７ 出願要件 【発達コミュニティ学科 身体運動受験】」の※２のとおり選
択解答した場合の配点です。 

ただし，「地歴，公民」から２科目選択解答した場合は，第１解答科目の成績を用います。 
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【発達コミュニティ学科 『表現活動受験』（音楽・美術・身体表現受験）（ＡＯ入試）】 
１）第１次選抜 
・音楽受験 

 第１次選抜の合格者は，募集人員の２倍を上限とします。 
  書類審査（調査書，志望理由書），筆記試験（「音楽に関する基礎的知識(高等学校等の教科書程度)
及び音楽文化全般に対する関心の深さと理解力を問う検査」，「旋律の書き取り」）及び実技検査 
（４分）により選抜します。 

 
実技検査（演奏実技）について 

各自任意の器楽曲又は声楽曲を暗譜で演奏します。 
・楽曲のジャンルと様式は問いません。（日本及び諸民族の音楽も含みます。） 
・楽曲は自作でもかまいません。 
・演奏は４分でカットしますが，この時間を超える楽曲を選んでもかまいません。 
・器楽演奏の場合は，無伴奏とします。 
・ピアノ以外の楽器は，各自で用意してください。 
・声楽演奏の場合①ピアノ伴奏者は大学で用意します。 

②伴奏楽譜を願書とともに提出してください。 
③弾き歌い及び無伴奏も可能です。 
④CD 等の録音媒体による伴奏は認めません。 

 
・美術受験 

 第１次選抜の合格者は，募集人員の２倍を上限とします。 
  書類審査（調査書，志望理由書，作品ポートフォリオ），筆記試験（「美術に関する基礎的知識(高
等学校等の教科書程度)及び美術文化全般に対する関心の深さと理解力を問う検査」）及び実技検査に
より選抜します。 
 
作品ポートフォリオについて 

・作品とはデッサン，絵画，デザインなどの実際の平面作品，もしくは立体作品，大型作品など
の作品写真です。 

・ファイルサイズはＡ４サイズ以上であれば形式は自由，掲載作品点数も自由であるが 10 点程度
あることが望ましいです。 

・ファイルの最初にこれまでの発表・受賞歴などを明記し，本人が制作したことを保証する証明
書を指導教員などに書いてもらい，添付して下さい。 

・作品ポートフォリオは受験終了後に返却します。 
 

実技検査（描写実技）について 
・与えられた対象を観察し，描写します。 
・実技検査は，午前・午後合わせて４時間行います。 
・鉛筆，手動式鉛筆削り，消しゴムを各自持参して下さい。 

 
・身体表現受験 

 第１次選抜の合格者は，募集人員の２倍を上限とします。 
  書類審査（調査書，志望理由書），筆記試験（「身体表現に関する基礎的知識及び身体表現文化全
般に対する関心の深さと理解力を問う検査」）及び実技検査により選抜します。 
 
実技検査（身体表現実技）について 

・自由作品：バレエ，コンテンポラリーダンス，ストリートダンス，日本舞踊，民族舞踊などの
各種舞踊，演劇などの身体表現領域の作品（自作・他作どちらでも可）を３分以内に１人で演
じます。（使用する音楽がある場合は，オーディオ CD を各自持参してください。） 

・創作：与えられた課題に基づく創作および実演を行います。 
・演技に関する質疑応答も数分間行います。 

 
  試験当日は，神戸大学受験票を必ず持参してください。 

試験期日 試験時間 試験科目 

平成 28 年 11 月 26 日（土） 
(注) 

９：30～ 筆記試験 実技検査 

  (注)『表現活動受験』(音楽・美術・身体表現受験)については，志願者数によっては 11 月 27 日(日)
も実技検査を実施する場合があります。 
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 ２）最終選抜 
 第１次選抜合格者のみに対して，面接・口述試験を行い，第１次選抜，最終選抜の成績及び大学入
試センター試験の成績を総合して選抜します。 
試験当日は，神戸大学受験票を必ず持参してください。 

試験期日 試験時間 試験科目 

平成 28 年 12 月 17 日（土） 
18 日（日） 

９：30～ 面接・口述試験 

 
３）配点 

【音楽・美術・身体表現受験】 

試験の区分 国語 地歴，公民 数学 理科 外国語 その他 合計 

大学入試センター試験 90 ◆60 90 60 100  400 

書類審査      
50（音） 
50（美） 
50（身） 

50（音） 
50（美） 
50（身） 

筆記試験      
150（音） 
100（美） 
100（身） 

150（音） 
100（美） 
100（身） 

実技検査      
150（音） 
200（美） 
200（身） 

150（音） 
200（美） 
200（身） 

面接・口述試験      
50（音） 
50（美） 
50（身） 

50（音） 
50（美） 
50（身） 

合計 90 60 90 60 100 400 800 

◆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。 
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【環境共生学科（ＡＯ入試）】 
１）第１次選抜 

 第１次選抜の合格者は，募集人員の２倍程度とします。 
  調査書，志望理由書，記述書など提出された書類により選抜します。 
 
 ２）第２次選抜 
 第１次選抜合格者のみに対して，理科の科目に関する総合的な能力の検査及び面接（筆記を含む。)
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選抜します。 
 試験当日は、神戸大学受験票を必ず持参してください。 

試験期日 試験時間 試験科目 

平成 28 年 12 月 10 日（土） 10：00～ 
理科の科目に関する総合的な能力の検査 ※  
面接（筆記を含む。） 

※これまでに行った理科に関する研究について，ポスターセッション形式での発表を課します。 

 ・発表内容は，出願時に記述書に記載した研究に基づくものに限ります。 

 ・ポスターの大きさは，縦150㎝以内，横90㎝以内とします。 

なお，検査に必要な物及び連絡事項は，第１次選抜の結果通知時にお知らせします。 
 
 ３）最終選抜 
 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試センター試験の教科・科目の成績の合
計点が 420 点以上（600 点満点）の者を最終合格者とします。 
 
 ４）配点 

試験の区分 配点 

書類審査 60 

  

試験の区分 配点 

理科の科目に関する総合的な能力の検査 100 

面接（筆記を含む。） 50 

     
試験の区分 数学 理科 外国語 合計 

大学入試センター試験 200 200 200 600 

 

11 試験場及び交通機関  
 

【発達コミュニティ学科，環境共生学科（ＡＯ入試）】 

試験場 所在地 交通機関 

神戸大学 

発達科学部学舎 
神戸市灘区鶴甲 3-11 

阪神電車「御影」，ＪＲ「六甲道」又は阪急電鉄「六

甲」から神戸市バス 36 系統「鶴甲団地」（又は「鶴甲

２丁目（止）」）行き「神大発達科学部前」下車 

※詳細は，22ページを参照してください。 
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12 合格者発表  
 

【グローバル文化学科（推薦入試）】 
選抜の結果は，平成 29 年２月８日（水）10 時に神戸大学国際文化学部掲示場に発表するとともに，

合否の結果を，高等学校等の長に郵送により通知します。 
電話等による合否に関する照会には一切応じることはできません。 
※合格者に合格通知書の交付はしませんが，「入学試験合格者へのお知らせ」等を同封します。 

 

【発達コミュニティ学科（ＡＯ入試）】 
１）第１次選抜の結果は，平成28年12月１日（木）10時（予定）に神戸大学発達科学部掲示場に発
表するとともに，受験者全員に配達日（12月３日（土））指定郵便で通知します。  

電話等による合否に関する照会には一切応じることはできません。 
なお，第１次選抜の合格者には「平成29センター試験成績請求票（ＡＯ 国公立ＡＯ入試用）

貼付用台紙」を送付しますので，所定の欄に貼って指定の期日までに国際人間科学部発達コミュ
ニティ学科担当教務学生係へ返送してください。 

指定の期日までに成績請求票を提出しない場合は，最終選抜の対象とはなりません。 
２）最終選抜の結果は，平成29年２月８日（水）10時（予定）に神戸大学発達科学部掲示場に発表
するとともに，受験者全員に郵便で通知します。 

電話等による合否に関する照会には一切応じることはできません。 
※合格者に合格通知書の交付はしませんが，「入学試験合格者へのお知らせ」等を同封します。 

 

【環境共生学科（ＡＯ入試）】 
１）第１次選抜の結果は，平成28年11月22日（火）10時（予定）に神戸大学発達科学部掲示場に発
表するとともに，志願者全員に配達日（11月24日（木））指定郵便で通知します。 

電話等による合否に関する照会には一切応じることはできません。 
２）第２次選抜の結果は，平成28年12月20日（火）10時（予定）に神戸大学発達科学部掲示場に発
表するとともに，受験者全員に郵便で通知します。 

電話等による合否に関する照会には一切応じることはできません。 
なお，第２次選抜の合格者には「平成29センター試験成績請求票（ＡＯ 国公立ＡＯ入試用）

貼付用台紙」を送付しますので，所定の欄に貼って指定の期日までに国際人間科学部環境共生学
科担当教務学生係へ返送してください。 
指定の期日までに成績請求票を提出しない場合は，最終選抜の対象とはなりません。 

３）最終選抜の結果は，平成29年２月８日（水）10時（予定）に神戸大学発達科学部掲示場に発表
するとともに，受験者全員に郵便で通知します。 

電話等による合否に関する照会には一切応じることはできません。 
※合格者に合格通知書の交付はしませんが，「入学試験合格者へのお知らせ」等を同封します。 
 

13 入学手続  
 

最終選抜合格者は，次のとおり入学手続を行ってください。 
（１）入学手続日及び会場 
  平成 29 年２月 14 日（火）10 時から 17 時まで 
  やむを得ず入学手続に来ることができない場合には，２月 13 日（月）17 時までに各入学手続会場

へ電話連絡の上，その指示に従ってください。 
 
【グローバル文化学科（推薦入試）】 

会場 所在地 交通機関 

神戸大学 
国際文化学部教務学生係 
（078-803-7530） 

神戸市灘区 
鶴甲 1-2-1 

阪神電車「御影」，ＪＲ「六甲道」又は阪急電鉄「六
甲」から神戸市バス 16 系統「六甲ケーブル下」行き
「神大国際文化学部前」下車 

 
【発達コミュニティ学科，環境共生学科（ＡＯ入試）】 

会場 所在地 交通機関 

神戸大学 
発達科学部教務学生係 
（078-803-7924） 

神戸市灘区 
鶴甲 3-11 

阪神電車「御影」，ＪＲ「六甲道」又は阪急電鉄「六
甲」から神戸市バス 36 系統「鶴甲団地」（又は「鶴
甲２丁目（止）」）行き「神大発達科学部前」下車 



－ 18 －

（２）入学手続に必要なもの 

手続書類等 備考 

① 平成 29 年度神戸大学受験票  

② 平成 29 年度大学入試センター試験受験票 
再発行を受けた場合は、再発行された受験票のみ有
効です。 

③ 入学料（￥282,000） 
入学料は入学手続日までに銀行等で納付し，「振込
金（兼手数料）受取書」を持参してください。 

（注）１．金額は，平成 28 年度の例です。 
   ２．納付された入学金は，いかなる理由があっても返還できません。 
   ３．入学手続の詳細については，最終合格者へ送付する「入学試験合格者へのお知らせ」等を

確認してください。 
 
（３）入学手続における留意事項 

① 合格者は，原則として入学を辞退することはできません。 
② 合格者本人がやむを得ない事情により入学手続に来ることができない場合は代理人によること

も差し支えありません。 
③ 入学手続の際，「平成 29 年度大学入試センター試験受験票」に入学手続完了の証明として，本

学手続済印を押印します。 
④ 入学手続を完了した者に，「入学許可書」及び「新入生の手引き」等の書類を配付します。 
⑤ 入学料を納付しただけでは入学手続が完了したことにはなりません。 
⑥ 入学後に必要な費用は，平成 28 年 12 月頃発行予定（神戸大学ホームページでも公開予定）の 

平成 29 年度神戸大学学生募集要項（一般入試）を確認してください。 
⑦ 入学手続を完了した者（入学辞退手続により入学を辞退した者を除く。）は，他の国公立大学

・学部（独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部（※）を除く。）の合格者となること
はできません。 
※公立大学協会ホームページ参照 http://www.kodaikyo.org/nyushi 
なお，特別の事情により，入学辞退を希望する場合には，２月 13 日（月）17 時までに各入学

手続会場へ電話連絡の上，その指示に従ってください。 
 
 

14 一般入試への出願について 
出願者は，不合格となった場合に備えて，「前期日程」から一つ，「後期日程」から一つの，合計

二つの大学・学部を選んで出願することができます。 
 なお，前期日程グループ及び後期日程グループに属さない大学・学部への出願は特に妨げません。 
 また，神戸大学の一般入試に出願する場合は，「平成 29 年度神戸大学学生募集要項（一般入試）」
に基づいて，出願手続を行ってください。 
 

15 個人情報の取扱いについて  
 
（１）神戸大学が保有する個人情報は，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」

等の法令を遵守するとともに，「神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針」等に基づき
厳密に取り扱います。 

（２）入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は，入学者の選抜（出願処理，選抜実施），合格者
発表，入学手続業務及び今後の入学者選抜方法の検討資料の作成のために利用します。 

（３）出願にあたって提出された個人情報は，入学者の個人情報についてのみ，入学後の学生支援関
係（健康管理，授業料免除及び奨学金申請等），修学指導等の教育目的及び授業料等に関する業
務並びにこれらに付随する業務を行うために利用します。 

（４）一部の業務を神戸大学より委託を受けた業者（以下，「受託業者」という。）において行うこ
とがあります。この場合，業務を行うために必要となる限度で受託業者に個人情報を提供します
が，守秘義務を遵守するよう指導します。 

（５）国公立大学の分離分割方式による合格者及び追加合格者決定業務を円滑に行うため，氏名及び
大学入試センターの受験番号に限り，合否及び入学手続等に関する個人情報が，独立行政法人大
学入試センター及び併願先の国公立大学に提供されます。 
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16 麻しん（はしか），風しん等の感染予防措置  
 

麻しん，風しんのワクチン接種（予防接種）・抗体検査に関する書類の提出について 

神戸大学では「麻しん風しん登録制度」を定め，入学後のキャンパス内での麻しん，風しんの流行

を防止するため，全ての新入生に次の①，②，③のいずれかを入学後４月上旬に実施される新入生健

康診断時に提出していただいています。 

 

① 麻しんと風しんのワクチン接種を，それぞれについて２回ずつ受けたことを証明する書類 

② 過去５年以内（平成 24 年４月以降）に麻しんと風しんのワクチン接種を，それぞれについて１回

ずつ受けたことを証明する書類 

③ 過去５年以内（平成 24 年４月以降）に受けた麻しんと風しんの抗体検査の結果が，「麻しんと風

しんの発症を防ぐのに十分な血中抗体価（右表参照）を有していること」 を証明する書類 

＊ ①，②のワクチンは，麻しん・風しん混合ワクチン（ＭＲワクチン）等の混合ワクチンでもかま

いません。 

＊ ①，②では，接種したワクチンの種類と接種年月日が記載されていることが必要です。医療機関

等から発行される証明書の他，平成 20 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで実施されたＭＲワク

チンの第３期予防接種（中学校１年生に相当する年齢時）や第４期予防接種（高校３年生に相当す

る年齢時）に伴う「予防接種済証」でもかまいません。 

第３期予防接種の「予防接種済証」は①の１回分として，また，第４期予防接種に伴う「予防接

種済証」は①の１回分または，平成 24 年４月以降のものであれば②として使用できます。 

＊ 母子手帳も，接種したワクチンの種類と接種年月日が記載されていれば①，②の書類として使用

できます。既往歴（かかったことがある旨の記載）のみで，診断根拠として確実な検査結果などが

記載されていない場合は，③を提出するか，ワクチン接種を受けて①か②を提出してください。 

＊ ③では，下表の血中抗体価の測定方法と測定値が記載され，測定値が同表の判定基準を満たして

いることが必要です。血液検査結果票そのものの提出でもかまいません。血中抗体価が不十分な場

合には，必要なワクチン接種を受け，①か②を提出してください。 

＊ ①，②，③の書類の組み合わせ，例えば麻しんについては①，風しんについては③を提出しても

かまいません。 

＊ 麻しん，風しんの血中抗体価が不十分にもかかわらず，病気や体質等やむを得ない事情によって

ワクチン接種を受けられない場合には，その旨を記載した文書（医師による証明書等）を提出して

ください。 

＊ 上記のいずれの書類も入学試験の合否判定に用いるものではありません。 

 

発症を防ぐのに十分な血中抗体価の測定方法と判定基準 

    測定方法 判定基準 備 考 

麻しん 
IgG－EIA 法 

PA 法 
NT 法 

8.0 以上の陽性  
128 倍以上の陽性 
４倍以上の陽性 

 ３つの測定方法のうち，いずれかで陽性 

風しん 
HI 法 

IgG－EIA 法 
32 倍以上の陽性 
8.0 以上の陽性 

 ２つの測定方法のうち，いずれかで陽性 
 （HI 法を推奨） 

血中抗体価の測定は，この表の方法によってください。 

発症を防ぐのに十分な血中抗体価は，測定方法によって異なります。また，単に抗体陽性とされる

値よりは高い値なので注意してください。 

＊ 医療機関を受診する際には，この学生募集要項を医師に提示するなどして必要な証明書を発行し

てもらってください。（特に，抗体検査を受ける場合は，測定方法と判定基準を確認していただいて

ください。） 

                      この感染予防措置に関する問い合わせは 

                   神戸大学保健管理センター  TEL 078-803-5245 

                   神戸大学学務部学生支援課  TEL 078-803-5219 
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17 入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除について  
 

 平成29年度の入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除の内容については，現在，検討中です。 

 免除等の内容，申請方法等の詳細が決まり次第，神戸大学ホームページ「教育・学生生活」→「経

済支援」→「授業料・入学料免除などの制度」に掲載します。 

 掲載内容について，不明な点等がある場合は，下記の問い合わせ先に照会してください。 

 

 入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除に関する問い合せ先 

 神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ 

 〒657-8501 神戸市灘区鶴甲1-2-1 

 TEL 078-803-5431 

 

［参考］ 

平成28年度の入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除の内容は，次のとおりです。 

 

① 入学料免除について 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，入学料の全額又は半額が免除

されることがあります。 

１）入学前１年以内に，学資を主として負担している者（以下，「学資負担者」という。）が死

亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより，入学料の納付が著

しく困難であると認められる場合 

２）その他，１）に準ずる場合で神戸大学が相当と認める事由がある場合 

（注）ただし，入学料を納付した者は，入学料免除の対象となりません。 

また，半額免除許可又は免除不許可になった場合は，必ず決められた期間内に入学料を納

付しなければなりません 

 

② 入学料徴収猶予について 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，入学料の徴収を猶予されるこ

とがあります。 

１）経済的理由によって入学料の納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる場合 

２）入学前１年以内に，学資負担者が死亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を

受けたことにより，入学料の納付が困難であると認められる場合 

（注）ただし，徴収猶予が許可になった場合でも，必ず決められた期間内に入学料を納付しなけ

ればなりません。 

 

③ 授業料免除について 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考の上，授業料の全額又は半額が免除

されることがあります。 

１）経済的理由によって授業料の納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる場合 

２）入学前１年以内に，学資負担者が死亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を

受けたことにより，授業料の納付が著しく困難であると認められる場合 

（注）ただし，既に授業料を納付した者は，当該学期分の授業料免除の対象となりません。 



－ 21 －

18 入学願書作成上の注意  
 

① 願書の空欄（※印の箇所を除く。）に所定事項を黒色のボールペン又はペンで記入例を参照して

明確に記入してください。 

  なお，誤りや記入もれのないよう特に注意してください。 

② 出願後は，記入事項の変更を認めません。 

ただし，連絡先に変更がある場合には，速やかに「８ 出願手続（２）出願書類の送付先」に

連絡してください。 

③ 文字は楷書，数字は算用数字で記入してください。 

④ 誤って記入した場合は，訂正箇所に二重線を引き，その上部に正しく記入するなど，明確な方

法で訂正してください。 

                            （記入例） 

⑤ ４月上旬までの連絡先を記入して

ください。連絡先に変更がある場合は，

②のとおり対応してください。 

 

⑥ 高等学校以外の場合は，高等学校を

二重線で消して 記入してください。

卒業等の年月を記入し，該当するもの

を○で囲んでください。 

 

⑦ 課程・学科の該当するものを○で囲

んでください。 

 

⑧ （グローバル文化学科推薦入試のみ） 

 「平成 29 センター試験成績請求票推薦

国公立推薦入試用」を貼り付けてくださ

い。 

 

⑨ 志望学科（発達コミュニティ学科を

志望する場合は，受験パターンもあわ

せて）の該当するものを○で囲んでく

ださい。 

 

 

 

⑩ 表現活動受験（音楽受験）の出願者

は必要事項を記入してください。 
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19 試験場へのアクセス 

【発達コミュニティ学科，環境共生学科 （ＡＯ入試）】 

阪 神 電 車

発達科学部試験場案内図

（注）○は、神戸市バス１６系統「六甲ケーブル下」行き
　　　○は、神戸市バス３６系統「鶴甲団地」行き

16
36

交通案内
神戸市バス３６系統「鶴甲団地」（又は「鶴甲２丁目（止）」行き
「神大発達科学部前」下車

至神戸三宮

至神戸三宮



問い合わせ先 

グローバル文化学科について 

郵便番号 住所 あて先（電話番号） 

〒657-8501 神戸市灘区鶴甲 1-2-1 
神戸大学 国際文化学部 教務学生係 

078-803-7530

発達コミュニティ学科，環境共生学科について 

郵便番号 住所 あて先（電話番号） 

〒657-8501 神戸市灘区鶴甲 3-11 
神戸大学 発達科学部 教務学生係 

078-803-7924

問い合わせ時間等 9:00～17:00（土日祝日及び夏季休業，年末年始は除く。） 




