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About Kobe University
History
Kobe University is one of the oldest national universities 
in Japan. Its history traces back to the establishment of 
Kobe Higher Commercial School in 1902.
Under the university’s philosophy of “integrity, freedom, 

and cooperation”, we aim at contributing to society by 
disseminating information gained through our education 
and research.
The university is made up of 11 faculties, 15 graduate 
schools, one research institute and many centers covering 
the four disciplines of humanities, social sciences, natural 
sciences, and bio-medical sciences.
Currently, there are 1,242 international students from 
84 countries and regions studying at Kobe University. 
Moreover, we have concluded academic agreements 
with 292 universities and institutions in 53 counties and 
regions.

神戸大学について
神戸大学概要

神戸大学は1902（明治35）年に高等教育機関として設

置された神戸高等商業学校を開学の起点とし、100年を超

える歴史を持つ大学です。

本学は建学以来「真摯・自由・協同」の理念を掲げ、国

際性豊かな研究教育の特色を生かしながら、積極的に社会

に貢献することを推進しています。

国際都市神戸に位置する神戸大学は「人文・人間科学系」

「社会科学系」「自然科学系」「生命・医学系」の4つの学

術系列の下に11の学部、15の大学院、1研究環、1研究

所と多数のセンターを持つ我が国有数の総合大学です。

神戸大学では現在、84か国・地域から1,242人の留学

生が学んでいます。また、53か国・地域、292機関の大

学や研究所と学術交流協定を結んでいます。

神戸大学について／ About Kobe University
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兵庫県について
兵庫県は日本列島のほぼ中央に位置しており、北は日本

海、南は瀬戸内海を通して太平洋に面しています。そのほ

ぼ中央を日本標準時子午線（東経135度）が南北に通過

しています。兵庫県は多くの資源に恵まれ、六甲山の自然、

有馬・城之崎・湯村温泉、神戸ビーフ・出石そば、ズワイ

ガニ等が有名です。また、姫路城はユネスコの世界遺産に

登録されています。

神戸市について
神戸市は兵庫県の県庁所在地です。北に六甲山、南に瀬

戸内海に挟まれた神戸は四季を通じて、年間平均気温が

17.0度（62.6℉）の穏やかな気候に恵まれています。

陸・海・空路で国内と海外の両方にアクセスしやすい位

置にあり、東京までは新幹線で2時間50分、飛行機で1

時間20分です。また、神戸近郊には姫路（姫路城）、京都

（金閣寺、清水寺等）、奈良（法隆寺、東大寺等）、大阪（日

本第二の都市）などがあります。

神戸が世界に開かれて以来、世界中からの人々・物品・

情報が常にある国際的な港町として開発されてきました。

現在、人口は約154万人、そのうち132カ国からの約4.3

万人の外国人がここ神戸で暮らしています。

多種多様な外国人が在留していることと、外国人コミュ

ニティによる、外国人コミュニティのために作られた施設

があるため、神戸では外国人が快適な生活を送ることがで

きます。ハラールフードからベトナムやロシアの食品まで

世界の食品が幅広く手に入ります。

About Hyogo Prefecture
Hyogo Prefecture is located near the center of the 
Japanese archipelago with the Japan Sea in the north and 
the Pacifi c Ocean, via the Seto Inland Sea, in the south. 
Japan Standard Time Meridian（135º east longitude） 
runs through the center of the prefecture. Hyogo is 
blessed with an abundance of resources. Mt. Rokko, 
the hot springs at Arima, Kinosaki, and Yumura, Kobe 
beef, Izushi soba, snow crab and local sake are some of 
these resources. Himeji Castle, which was designated a 
UNESCO World Heritage Site, is a good example of its 
historical heritage.

About Kobe City
The City of Kobe is the capital of Hyogo Prefecture. 
Sandwiched between the Rokko mountain range in 
the north and the Inland Sea of Seto in the South, it is 
endowed with an overall mild climate averaging 17.0C 
︵62.6F）with four seasonal changes.

Kobe is accessible by land, sea, and air. Tokyo is only 
2 hours and 50 minutes away by Shinkansen Bullet 
Train, and 1 hour and 20 minutes away by plane. There 
are several famous cities and spots of interest, such as 
Himeji, Kyoto, Nara, and Osaka within easy reach. 

Ever since it was opened to the world, Kobe has been 
a cosmopolitan port city where people, goods, and 
information from around the globe are in constant motion. 
Now, Kobe has a population of 1.54 million including 
43,000 foreign residents from as many as 132 different 
countries, and is well known throughout Japan as being 
an “international city”. With diverse population of foreign 
residents and the resulting facilities and amenities 
established by and for such foreign communities, Kobe 
is uniquely qualifi ed to support a comfortably 0refi ned 
lifestyle for any individual from any country. Wide variety 
of international food and ingredients, such as Halal food, 
Vietnamese food, and Russian food are easily available 
here in Kobe.

関西（近畿）エリア／
Kansai（Kinki）Area
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■有名なもの／ Famous for

概　略／ Overview（2015年11月1日付 , as of November 1. 2015）

兵庫県と神戸市の豆知識／ Trivia about Hyogo & Kobe

兵庫県人口／ Hyogo Prefecture Population　5,523,913人

（神戸市民人口／ Prefectural capital Kobe City・ 1,535,714）
※ 日本で７番目に人口が多い県／※Prefecture with 7th largest population

■デザイン都市・神戸／ City of Design KOBE

On October 16, 2008, Kobe joined 
UNESCO’s Creative Cities Network
As part of its efforts to promote mutual understanding of 
different cultures, the United Nations Educational, Scientific, 
and Cultural Organization (UNESCO) established the 
Creative Cities Network in 2004. The Network’s objective is 
to encourage cooperation and thereby facilitate mutual 
exchange worldwide among “creative cities,” which are 
committed to city revitalization by strengthening their 
cultural industries.
Network members can be designated in one of seven 
categories: 1) Literature; 2) Cinema; 3) Music; 4) Crafts and 
Folk Art; 5) Design; 6) Media Arts; and 7) Gastronomy.
Henceforth, Kobe will demonstrate its attractions to the 
world as Kobe UNESCO City of Design.

神戸市が2008年10月16日にユネスコ
創造都市ネットワークに加盟しました。

異なる文化の相互理解をめざすユネスコ（国際連合教育

科学文化機関）は、文化的な産業の強化により都市の活性

化をめざす世界の“創造都市”の連携による相互交流を援

助するため、2004年に創造都市ネットワークを創設しま

した。

このネットワークには、（1）文学（2）映画（3）音楽（4）

クラフト＆フォークアート（5）デザイン（6）メディアアー

ト（7）食文化の７つのテーマが設定されています。

今後は、ユネスコ「デザイン都市・神戸」として、その

魅力を世界中に発信していきます。

世界文化遺産（1993年登録）、国宝
UNESCO World Heritage Site since 1993. National Treasure.

姫路城 ／ Himeji Castle
世界最長のつり橋（全長：3,911m、中央支間：1,991m、主
柱：297m、1998年供用開始）
World’s longest suspension bridge with a total length of 
3,911m. The center span is 1,991m and the main tower is 
297m tall. It first opened in 1998.

明石海峡大橋 ／ Akashi Kaikyo Bridge
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■日本初、日本最古／ First in Japan, Oldest in Japan

URL ひょうごツーリズムガイド
Hyogo Tourism Guide 
http://www.hyogo-tourism.jp/

神戸公式観光サイト Feel KOBE
Official Kobe Tourism Site ‘Feel Kobe’ 
http://www.feel-kobe.jp

日本3大中華街の一つ
One of the three largest in Japan.

神戸南京街 ／ Kobe Chinatown
日本3大最古の温泉です。歴代の皇族や貴族、また有名な将
軍である豊臣秀吉が訪れました
One of the three oldest in Japan. Emperors, the aristocrats, 
and the famous shogun Toyotomi Hideyoshi all bathed 
here. 

有馬温泉 ／ Arima Hot Spring

日本のジャズ発祥の地
The birthplace of Japanese jazz

ジャズ ／ Jazz
日本に現存する最古のモスク
The oldest mosque in 
existence in Japan.

神戸ムスリムモスク ／The Kobe Muslim Mosque

日本3大夜景の一つ
One of the three best in Japan. 摩耶山からの夜景 ／ The Night View from Mt. Maya

灘五郷（今津、西宮、魚崎、御影、西）
は、日本一（26％）のマーケットシェア
Nada Gogo (Imazu, Nishinomiya,Uozaki, 
Mikage, Nishi) is one of the largest 
sake brewing areas in Japan and has a 
top (26%) share of the sake production 
market in Japan.

灘の酒蔵 ／ Nada Sake Breweries
パン・ケーキ・紅茶の消
費量が日本最大
The largest consumer of 
breads, cakes and black 
tea in Japan.

菓子 ／ Sweets
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Higher Educational System in Japan
In Japan, higher education starts after the completion of 
the 12-year primary and secondary education（6 years 
of primary school, 3 years of junior-high school and 3 
years of high school). International students can enter 
the following five types of higher educational institutions 
in Japan: 1）Colleges of Technology, 2）Specialized 
Training Schools（post secondary course）= professional 
training colleges, 3）Junior Colleges, 4）Universities and 
5）Graduate Schools. These higher education institutions 
are largely categorized as national, public or private.  
Kobe University is categorized as national university and 
graduate school.

The term of study for a regular course at universities 
is 4 years for undergraduate students, 2 years for the 
master’s program, and 3 years for the doctoral program, 
while medical school has a different duration. Bachelor’s 
degree, Master’s degree, and PhD are conferred to 
the students with the successful completion of the 
undergraduate program, master’s program, and doctoral 
program respectively.

Kobe University General Academic Matters
■ Academic Calendar
The academic year at Kobe University begins in April and 
ends in the following March. The academic calendar is 
divided into quarters, with two quarters in each semester: 
First and Second Quarters/ First Semester 
Third and Fourth Quarters/ Second Semester
The first semester is from April to September, and the 
second semester is from October to March. There are 
long vacation periods in summer (early August to end of 
September) and winter (late December to early January).
NOTE: The class registration and acquisition of credits will 

日本の高等教育制度
日本の高等教育は、初等教育（小学校6年）および中等

教育（中学校3年、高等学校3年）の12年間を修了して

から始まります。留学生が入学可能な高等教育機関として

は、①高等専門学校、②専修学校（専門課程）＝専門学校、

③短期大学、④大学、⑤大学院の5つがあり、国立、公立、

私立に大別されます。神戸大学は、この中で、国立の大学

および大学院に当たります。

日本の大学の正規課程の修業年限は、学士課程が4年間、

修士課程が2年間、博士課程が3年間です（医学系等は年

限が異なります）。学士課程を修了すると「学士」、修士課

程を修了すると「修士」、博士課程を修了すると「博士」

の学位が授与されます。

神戸大学で学修するにあたって
■ 学事暦

神戸大学は、4月から翌年3月までを1学年間とし、前

期（4月～9月）、後期（10月～3月）の2学期制です。

授業期間は前期を第1・第2、後期を第3・第4に区分され、

第1・第2・第3・第4それぞれの授業期間をクォーター

とし、授業科目を開講するクォーター制※となります。

お休みの期間は、夏休み（8月上旬～9月末）、冬休み（12

月下旬～1月上旬）があります。

※神戸大学では授業期間のみがクォーター制となります。

学籍・単位の授与に関しては、前期・後期の2学期制です。

日本には大学がいくつある？～国公私立別高等教育機関数～
／ Number of higher educational institutions in Japan by category

国立／ National 公立／ Public 私立／ Private 合計／ Total

大学／ Universities 86 89 604 779

大学院／ Graduate Schools 86 78 463 627

〈出典　文部科学省　2015年度学校基本調査〉
<Data from the 2015 School Basic Survey by the Ministry of Education, Culture, Sports, Sciences and Technology>
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continue to operate by the academic semester system.

■ Classes/ Credits
Classes include lectures, seminars, experiments, exercises, 
and practical training. Each quarter is eight weeks long 
including examination days. Class grades will be announced 
in each quarter. However, class credits will be acquired at 
the end of each academic semester. One credit is usually 
awarded for fifteen hours of lectures. (For example, one 
lecture which is two hours long, offered once a week for 
eight weeks including examination days.) To receive one 
credit, a total of forty-five hours of study are required. This 
includes self-study hours to prepare for or review classwork.

■ Requirements for Graduation
A minimum of 124 credits are necessary to complete an 
undergraduate program (credit requirements vary slightly 
in some Faculties and Graduate Schools). A designated 
number of credits, a master’s thesis or special research 
project, and a successful result in the final examination 
are required to complete the master’s program. A 
designated number of credits, a doctoral dissertation, and 
a successful result in the final examination are required 
for the doctoral program.

■ Grading System
Kobe University uses a 5-level grading system: S (90-
100), A (80-89), B (70-79), C (60-69), and F (below 59).

■ 授業・単位
授業の方法は、講義および演習、実験、実習および実技

等があります。クォーター開講科目の授業期間は、8週間

です（試験期間を含む）。成績の発表はクォーターごとに

行いますが、単位は学期末に与えられます。

1単位の講義時間は15時間が基本です。週1回2時間の

講義が8週間（試験期間を含む）にわたって開講され、1

単位が与えられます。

ただし、予習・復習を含めると、1単位は45時間の学

修を必要とする内容から構成されています。

■ 卒業・修了要件
「学士」を取得するためには、124単位以上が必要です 

（学部によって若干異なります）。「修士」を取得するため 

には所定の単位を修得し、修士論文または特定の課題につ 

いての研究の成果の審査および最終試験に合格すること、 

「博士」を取得するためには所定の単位を修得し、博士論 

文の審査および最終試験に合格することが必要です。 

■ 成績
神戸大学の成績評価は、5段階です（秀: 90-100点、優: 

80-89点、良: 70-79点、可: 60-69点、不可: 59点以下）。

URL 日本への留学情報は、（独）日本学生支援機構のウェブサイトから多言語で入手できます。
Information about study abroad to Japan is obtainable in various languages from the website of 
Japan Student Services Organization. 

http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj.html
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2016-2017 Academic Calendar

The academic year begins on April 1 and ends on 
March 31 of the following year, and is divided into two 
semesters.
Holidays: Sundays, Saturdays, National Holidays

2016-2017
アカデミック・カレンダー（学事暦）

学年は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる2学

期制となっています。

土曜日、日曜日および日本の祝日はお休みです。

行事／ Events 日付／ Date

学年開始／ First Day of the Academic Year 4 月 1 日／ April 1 

新入生健康診断／ Medical Check-up for New Students 4 月 1-7 日／ April 1-7

入学式／ Entrance Ceremony 4 月 5 日／ April 5 

新入留学生オリエンテーション／Orientation for New International Students 4 月 6 日／ April 6

前期第１クォーター授業開始／ First Day of Classes 4 月 7 日＊／ April 7 ＊

履修届登録（Web）／ Register for Class （via the Internet） 4 月 7-20 日／ April 7-20 

創立記念日／ University Founding Day 5 月 15 日／ May 15

前期第１クォーター定期試験開始／Start of First Quarter/First Semester Examinations 6 月 2 日＊／ June 2 ＊

前期第 2 クォーター授業開始／ Start of Second Quarter /First Semester 6 月 10 日＊／ June 10 ＊

前期第2クォーター定期試験開始／Start of Second Quarter/First Semester Examinations 8 月 2 日＊／ August 2 ＊

夏季休業開始／ Start of Summer Vacation 8 月 8 日／ August 8

夏季一斉休業（事務室閉室）／ Office Closed for Summer Holidays 8 月 15-17 日／ August 15-17 

学位記授与式（博士）／ Commencement Ceremony （Doctoral Degree） 9 月 23 日／ September 23

夏季休業終了／ End of Summer Vacation 9 月 30 日／ September 30 

後期開始／ Start of Second Semester 10 月 1 日／ October 1

後期第３クォーター授業開始／ Start of Third Quarter/Second Semester 10 月 3 日／ October 3

履修登録（Web）／ Register for Class （via the Internet） 10 月 3-17 日／ October 3-17

新入留学生オリエンテーション／Orientation for New International Students 10 月上旬／ Early October 

新入留学生健康診断／ Medical Check-up for New International Students 10 月下旬／ Late October

六甲祭／ University Festival 11 月 12,13 日／ November 12, 13

後期第３クォーター定期試験開始／Start of Third Quarter/Second Semester Examinations 11 月 25 日＊／ November 25 ＊

後期第４クォーター授業開始／Start of Fourth Quarter/Second Semester 12 月 5 日／ December 5

冬季休業開始／ Start of Winter Vacation 12 月 25 日／ December 25 

冬季一斉休業（事務室閉室）／ Office Closed for Winter Holidays 12 月 29 日 -1 月 3 日／ December 29-January 3 

冬季休業終了／ End of Winter Vacation 1 月 7 日／ January 7 

後期第４クォーター定期試験開始／Start of Forth Quarter/Second Semester Examinations 2 月 3 日＊／ February 3 ＊

学位記授与式／ Commencement Ceremony 
（博士）／（Doctoral Degree）
（学士・修士）／（Bachelor’s Degree, Master’s Degree）

3 月 23 日／ March 23 
3 月 24 日／ March 24
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学位記授与式（総代）／ Commencement Ceremony（Valedictorian） 六甲祭／ University Festival

日本の祝日／ National Holidays in Japan 日付／ Date

昭和の日／ Showa Day 4 月 29 日／ April 29

憲法記念日／ Constitution Memorial Day 5 月 3 日／ May 3

みどりの日／ Greenery Day 5 月 4 日／ May 4

こどもの日／ Children’s Day 5 月 5 日／ May 5

海の日／ Marine Day 7 月 18 日／ July 18（第三月曜日／ 3rd Monday）

山の日／ Mountain Day 8 月 11 日／ August 11

敬老の日／ Respect for the Aged Day 9 月 19 日／ September 19（第三月曜日／ 3rd Monday）

秋分の日／ Autumnal Equinox Day 9 月 22 日／ September 22

体育の日／ Health and Sports Day 10 月 10 日／ October 10（第二月曜日／ 2nd Monday）

文化の日／ Culture Day 11 月 3 日／ November 3

勤労感謝の日／ Labor Thanksgiving Day 11 月 23 日／ November 23

天皇誕生日／ The Emperor’s Birthday 12 月 23 日／ December 23

元日／ New Year’s Day 1 月 1 日／ January 1

成人の日／ Coming of Age Day 1 月 9 日／ January 9（第二月曜日／ 2nd Monday）

建国記念の日／ National Foundation Day 2 月 11 日／ February 11

春分の日／ Vernal Equinox Day 3 月 20 日／ March 20

＊学部・研究科によって日程が異なります。
　Schedules may differ by Faculty/Graduate School.

URL アカデミックカレンダー
Academic Calendar
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/life/calendar/index.html（日本語）
http://www.kobe-u.ac.jp/en/international-students/prospective/academic-
calendar.html（English）
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Statistics

■Number of Staff and Students（As of May 2015）

■ International Students Ratio by Region
(As of November 2015)

1,242 international students from 84 countries/regions are 
studying at Kobe University.
On a region basis, students are from: Asia 83.4%, Europe 
9.3%, Latin America 1.6%, Middle East 1.2%, North 
America 1.1%, Africa 2.7%, Oceania 0.6%. 

■International Students Ratio
by Faculty/Graduate School(As of November 2015)

統計

■教職員 ・学生数（2015年5月1日現在）

教職員数／ Number of Staff

教員／ Teaching Staff 1,438

事務職員（看護師を含む）／
Administrative Staff （including Nurses） 1,142

計／ Total 2,580

■地域別留学生数（2015年11月1日現在）

　2015年11月1日現在、84カ国/地域、1,242人の留

学生が神戸大学に在籍しています。

　地域別ではアジアが約83.4％、ヨーロッパが約9.3％、

中南米が約1.6 ％、中近東が約1.2 ％、北米が約1.1 ％、

アフリカが約2.7％、オセアニアが約0.6％です。

地域別留学生数／ International Student Ratio by Region

地域／ Region 人数／ Number ％

アジア／ Asia 1,036 83.4

ヨーロッパ／ Europe 116 9.3

中南米／ Latin America 20 1.6

中近東／ Middle East 15 1.2

北米／ North America 14 1.1

アフリカ／ Africa 33 2.7

オセアニア／ Oceania 8 0.6

合計／ Total 1,242 99.9

 アジア／ Asia
 ヨーロッパ／ Europe
 中南米／ Latin America 
 中近東／ Middle East
 北米／ North America
 アフリカ／ Africa
 オセアニア／ Oceania

■留学生の在学段階・所属別内訳
（2015年11月1日現在）

　

学生数／ Number of Students

日本人学生
／ Japanese

留学生※

／ International

学部／
Undergraduate 11,696 （4,025） 200 （107）

大学院／ Graduate 4,695 （1,555） 952 （548）

計／ Total 16,391 （5,580） 1,152 （655）

 （ ）: 女子学生数（内数）／（ ）: Number of female students
※留学生は非正規生を含む／ including Non-Degree-Seeking students

出身国上位 10 カ国／ Top 10 Countries & Regions

国・地域／ Country / Region 人数／ Number

1 中国／ China 721

2 韓国／ Korea 93

3 インドネシア／ Indonesia 53

4 ベトナム／ Vietnum 37

5 台湾／ Taiwan 30

6 マレーシア／ Malaysia 24

7 ドイツ／ Germany 15

フランス／ France 15

9 バングラデシュ／ Bangladesh 13

カンボジア／ Cambodia 13

イギリス／ UK 13

 学部留学生数／ Number of International Undergraduate Students： 212 （17.0％）
 大学院留学生数／ Number of International Graduate Students： 1,030 （83.0%）
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（2015年11月1日現在／ As of November 2015） 

学部・研究科
Faculty / Graduate School

学部／ Undergraduate 大学院／ Graduate

計／
Total

正規生／
Degree-
seeking

非正規生
（研究生・交換留学生）／
Non-Degree-seeking（research 
students, exchange students）

正規生／
Degree-
seeking

非正規生
（研究生・交換留学生）／

Non-Degree-Seeking（research 
students, exchange students）

文学部・人文学研究科
Letter / Humanities 1 22 56 25 104

国際文化学部・
国際文化学研究科
Intercultural Studies

17 39 81 39 176

発達科学部・
人間発達環境学研究科
Human Development / 
Human Development and 
Environment

1 10 34 19 64

法学部・法学研究科
Law 14 6 54 15 89

経済学部・経済学研究科
Economics 4 9 152 25 190

経営学部・経営学研究科
Business Administration 6 7 83 28 124

理学部・理学研究科
Science 7 0 20 6 33

医学部（医学科）・
医学研究科
Medicine

1 5 49 0 55

医学部（保健学科）・
保健学研究科
Health Science

0 0 5 2 7

工学部・工学研究科
Engineering 32 5 50 18 105

システム情報学研究科
System Informatics - - 34 10 44

農学部・農学研究科
Agriculture / 
Agricultural Science

3 - 44 8 55

海事科学部・海事科学研究科
Maritime Sciences 7 3 27 7 44

国際協力研究科
International Cooperation 
Studies

- - 110 19 129

国際教育総合センター
Center for International 
Education

- 13 - 10 23

計／ TOTAL 93 119 799 231 1,242





神戸大学学部・大学院案内

G u i d e
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Letters/Humanities
Faculty of Letters
The Faculty of Letters explores the field of humanities. The 
study of humanities is to inquire into cultural frameworks 
that mankind has created, and ponder their meanings by 
going back to their roots. What dose human being mean? 
How has mankind shaped its long history? How have 
humans exercised their imaginative abilities to create 
literature and arts? What really are human cognitive 
mechanisms and languages, which are essential for 
human cultures? How has mankind created its societies 
and its various related spaces? Questions such as these 
are the central themes in the field of humanities.
The Faculty has one department（Department of 
Humanities） consisting of five principal research 
divisions, which are further divided into fifteen majors. 
During the first year of the undergraduate course, students 
can take a wide variety of introductory classes. After the 
first year, they move on to study their major subjects. 
There is an outstanding student-to-teacher ratio at the 
Faculty; the number of students in each undergraduate 
level is approximately 100, and 60 faculty members are 
assigned to teach them.

Graduate School of Humanities
  The goal of the School of Humanities to produce students 
who can respond to the needs of contemporary society 
while inheriting the traditional role of the humanities. The 
School of Humanities consists of two divisions（Division 
of Human Cultural Studies and Division of Human Social 
Dynamics). In addition, four collaborative research 
organizations（the Community Outreach Center, the Port 
Cities Studies Center, the Project Innovative Ethics, and 
the Institute for Japanese Studies）provide school-wide 

文学部・人文学研究科
文学部

文学部では、「人文学」と呼ばれる領野を探究します。

人文学とは、人類が創ってきた文化的枠組みを探究し、そ

の根本に立ち返ることでその意義を追求していくもので

す。人間とは何か、人間はどんな歴史を形成してきたのか、

人間は文学作品や芸術作品を通してどのような想像力を働

かせてきたのか、文化を根本から支える認知の枠組みや言

語はどのようなものか、人間は社会や社会がそこにおいて

形成される空間をどのようにして組織化してきたのか。こ

うした問いが、人文学という領野の主題です。

文学部は、5つの学科目からなる1つの学科（人文学科）

を持ちます。5つの学科目はさらに、15の専修に分けら

れます。学部課程の1年次には、学生はバラエティに富ん

だ様々な導入的授業を履修することができます。2年次か

らは、学生は自分の専攻する分野についての研究に移りま

す。学生と教員の比率が理想的なのが、文学部の特徴です。

約100人程度の学部学生に対し、約60人のスタッフが指

導にあたります。

大学院人文学研究科
人文学研究科の目的は、人文学の古典的な役割を継承し

ながら、現代社会に対応しうる人材を養成することです。

人文学研究科は、2つの専攻（文化構造専攻、社会動態専

攻）から成ります。それらに加え、4つの共同研究組織（海

港都市研究センター、地域連携センター、倫理創成プロ

ジェクト、日本語日本文化教育インスティテュート）が、

学問的に幅広い、学際的な主題を提供します。文化構造専

攻では、古典作品についての教育と研究を通じ、あらゆる

個々の文化現象についての現代的意義を探究できる学生を
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joint subjects.  The Division of Human Cultural Studies, 
through teaching and research in the classic works, trains 
students to inquire into the contemporary meaning of each 
and every cultural phenomenon. The Division of Human 
Social Dynamics, emphasizing both source-based studies 
and fi eldwork, trains students to analyze independently 
and critically socio-cultural dynamics and to contribute to 
forming new societal norms and culture.  

養成します。社会動態専攻は、 原典研究とフィールドワー

クの両方を重視しながら、社会文化動態を個別的かつ批判

的に分析し、新たな社会的規範や文化の形成に寄与できる

学生を養成します。

Undergraduate Program
Department Divisions Areas

Humanities

Philosophy ・ Philosophy

Literature

・ Japanese Language and Literature
・ Chinese Language and Literature
・ British and American Literature
・ German Literature
・ French Literature

History
・ Japanese History
・ Asian History
・ European and American History

Cognitive 
Systems

・ Psychology
・ Linguistics
・ Art Theory

Social 
Culture

・ Sociology
・ Art History
・ Geography

Doctoral Program （three years） and Master’s Program （two years）

Departments Divisions Areas

Human Cultural 
Studies

Philosophy ・ Philosophy
・ Ethics

Literature

・ Japanese Language and Literature
・ Chinese and Korean Literature
・ British and American Literature
・ European Literature

Human Social 
Dynamics

History
・ Japanese History
・ Asian History
・ European and American History

Cognitive 
Systems

・ Psychology
・ Linguistics
・ Art Theory

Socio-Cultural
Studies

・ Sociology
・ Art History
・ Geography
・ Cultural Resources (Doctoral 

Course Only)

Address 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78)803-5595　E-Mail: lkyomu@lit.kobe-u.ac.jp
http://www.lit.kobe-u.ac.jp/

International Student  United Kingdom of Great Bri tain and Northern Ireland

Altria Lauren Victoria
As a student at The Faculty of Letters and a member of the Kobe–Oxford Japanese Studies 
Program, I participate in both intensive Japanese language classes and supplementary lecture 
classes. Over the past academic terms I have studied a range of interesting subjects, including 
Japanese literature, philosophy, and manga, while dramatically improving my Japanese language 
skills. 
The Faculty of Letters has facilitated my studies by providing many social events and cultural 
trips, assisting with personal or bureaucratic issues, and off ering a diverse environment with 
many Japanese and international students.
It has been an immensely enjoyable year in Japan!
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Intercultural Studies
Intercultural Studies is not a single discipline. It is a new 
research area that approaches the common theme of how 
various cultures exist and relate to each other across various 
disciplines. Our faculty and graduate school explore different 
aspects of both change and stability in the contemporary world 
from the perspective of “culture”.
The Faculty of Intercultural Studies was established to 
address various issues that each of us faces today in the 
global society, also from the perspective of “culture”. The 
new interdisciplinary curriculum is carefully designed to help 
students develop international understanding and intercultural 
communication skills through small-group instruction, a range 
of language programs, active international exchanges, and 
advanced information processing education.
The Faculty of Intercultural Studies is comprised of one 
Department (the Department of Intercultural Studies), four 
divisions, and 12 courses. 
1. The Human Communication and Information Science 

Division is dedicated to pursuing ways of facilitating 
global communication. Courses are divided across three 
programs: The Verbal Communication program, Human 
Communication Program, and Information Technology 
Program. 

2. The Contemporary Culture and Society Division addresses 
the complex web of issues surrounding contemporary culture 
from three perspectives: the Modernity Studies Program, 
the Contemporary Social Issues Program, and the Art, 
Culture, and Society Program. 

3. The Intercultural Communication Division explores 
ways for facilitating dialogue across cultural boundaries 
by examining the nature of cross-cultural interaction 
and following the latest relevant global developments. 
Courses are offered in three categories: the Intercultural 
Relations Program, the Multicultural Studies Program, and 
the Transcultural Studies Program. 

4. The Area Studies Division is dedicated to studying 21st 
century regional representations of the world’s diverse 
cultures. The division comprises three programs: the 
Japanese Culture Studies Program, the Asia-Pacific 
Culture Studies Program, and the European and American 
Culture Studies Program.

The main principle of the Graduate School of Intercultural 
Studies is to cultivate intercultural harmony through developing 
advanced fields of cultural studies and constructing new 

国際文化学部・国際文化学研究科
国際文化学部

国際文化学は、多様な文化のあり方や文化相互の関連性を
共通のテーマとして、さまざまな専門分野からアプローチし
ていく新しい研究分野です。私たちの研究科・学部は、現代
世界の多様な在り様を、「文化」という視点から探求すること
を課題としています。人びとのものの考え方や感じ方の違い、
富や権力、年齢や性別、慣習、宗教、政治体制などが織り合
わされて、地域ごと、人間集団ごとに 文化は形成されていま
す。人は文化の中に生まれ、文化の中で育ち、文化を通じ、
環境に適応してきています。いま、人びとの対立や衝突、ア
イデンティティの喪失や混乱といった問題を考えるには、文
化という視点こそが不可欠です。

国際文化学部は、グローバル化の進む現代世界が抱える問
題はもちろんのこと、国際化する現代社会に生きる私たちそ
れぞれが直面するさまざまな問題を、この「文化」という視
点から考えます。異文化を理解するということは、国や民族
を異にする人びとの間だけでなく、ひとつの国、ひとつの民族
の中で、富や権力、年齢や性別などを異にする人びとの間に
も必要であるといえます。文化という視点を持って考えるため
に、国際文化学部では、新しい学際的なカリキュラム、多彩
な語学教育、活発な国際交流、高度な情報教育などを通じて、
文化、言葉、そしてそれらの主体となる人間のコミュニケー
ションの諸相を学び、異文化理解と異文化コミュニケーショ
ンのための能力を持つ学生を養成します。

国際文化学部は、4つの講座から構成されています。情報
コミュニケーション論講座では、言語や情報処理、人間の感
性処理に関わる先端的コミュニケーションの研究を、言語コ
ミュニケーション、感性コミュニケーション、ITコミュニケー
ションの3つの教育研究分野により行っています。現代文化
論講座では、グローバル化の波、国民国家の揺らぎ、情報化
された消費社会の進展などの時代の変化に対応して形成され
つつある現代文化をとらえるためにモダニティ論、先端社会
論、芸術文化論の3つの教育研究分野からアプローチがなさ
れています。異文化コミュニケーション論講座では、世界の
動きをみすえながら異文化間のコミュニケーションのあり方を
明らかにし、多様な文化が対話可能となるような方法を探り
出すために、異文化関係論、多文化共生論、越境文化論の3
つの教育研究分野が設けられています。地域文化論講座では、
地域の文化が国境を越えて交流し、新しい文化を生み出して
いく様子を、さまざまな学問分野のアプローチによってとらえ、
世界文化の過去と現在と未来を考えるために、日本学、アジ
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ア・太平洋文化論、ヨーロッパ・アメリカ文化論という3つの
教育研究分野があります。

国際文化学研究科
現代社会の文化のあり方を比較考察し、文化間の対立・紛

争・融合といった現代的な課題に取り組むには、個別地域の
文化と異文化間の相互作用を考察すると同時に、グローバル
化する文化の動向自体を考察する能力を培うことが不可欠で
す。そのため、国際文化学研究科では、個別地域文化研究を
踏まえ、異文化間の相互作用を多角的に解明する「文化相関
専攻」とグローバル化による文化の現代的位相を解明する「グ
ローバル文化専攻」の2つの専攻を置いています。学部での
研究領域に加え，大学院レベルでは「外国語教育論」の分野
も研究することができます

博士前期課程には、「研究者養成型」と、幅広い専門的知
識と実践的な応用力の習得によりキャリアの高度化を目指す

「キャリアアップ型」の2つの教育プログラムがあります。博
士後期課程には、専門分野を深く究める個人研究型の「コー
スワーク型」と、アクチュアルな問題にコースの枠を越えて
プロジェクトチームで挑む共同研究型の「プロジェクト型」の
2つの研究スタイルがあり、時代をリードする研究者や高度専
門家を育成します。

Doctoral Program （Three-year Program after the Master’s Degree Program）

Departments Divisions

Cultural 
Interaction

・ Area Studies
・ Intercultural Communication

Culture and 
Globalization

・ Contemporary Culture and Society
・ Human Communication and Information Science
・ Second Language Education
・ Advanced Communication (Joint Research Group)

Master’s Program （Two-year Program）

Departments Divisions

Cultural 
Interaction

・ Area Studies
・ Intercultural Communication

Culture and 
Globalization

・ Contemporary Culture and Society
・ Human Communication and 

Information Science
・ Second Language Education

Address 1-2-1 Tsurukabuto, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-7530  E-mail: gicls-kyomugakusei@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://web.cla.kobe-u.ac.jp/

International Student  Republic of Korea

Minsung Koh
I am a fi rst-year doctoral student in Area Studies. My research theme is ＇Why South Korean society shows an 
evasive attitude toward defectors from North Korea＇. The Graduate School of Intercultural Studies values diverse 
viewpoints. In addition, the various members of our department encourage me to keep an open mind every day. Of 
course, the professors are also diverse, and their ideas are very thought-provoking. These aspects of the program 
are the main reasons why I choose to study here. In this research environment, I have become a more fl exible 
person than I was before, and I have acquired the skills of thinking neutrally and in a circumspect manner. Another 
aspect that was important to my choice was the beautiful natural environment in which the school is located. If you 
have the opportunity to come here, you will also experience the surrounding sights, such as Mt. Rokko and Osaka 
Bay. The colourful students and great natural environment contribute to an enjoyable academic life.

Undergraduate Program
Department Divisions

Intercultural Studies

・ Human Communication and Information Science
・ Contemporary Culture and Society
・ Intercultural Communication Studies
・ Area Studies

paradigms for understanding human culture.
In order to comparatively examine how cultures in 
contemporary society exist and tackle the issues of confl ict, 
dispute, and assimilation among cultures, it is essential 
to cultivate students' ability to examine regional cultures 
and multicultural interaction, and the trend of cultural 
globalization. To this end, the Graduate School of Intercultural 
Studies consists of the “Division of Cultural Interaction” and 
the “Division of Culture and Globalization”. In addition to 
extensions of the programs offered at the undergraduate level, 
students at the graduate level can also choose subjects from 
the Second Language Education Courses.
The Master’s Degree Program consists of two education 
programs: the “Career Enhancement Track” which helps to 
develop future key players in the international community, and 
the “Researcher Training Track” which helps rising scholars 
become leaders in their generation. The Doctoral Program 
consists of two research styles that delve deeply into different 
fi elds of expertise through a “Coursework Track” or the more 
practically based “Project Track” that deals with real-world 
issues. At the doctoral level we have a joint research course 
in Advanced Communication, held in conjunction with the ATR 
International Institute. 
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Human Development/Human Devel-
opment and Environment
In the 21st century, we will continue to see the advancement 
of scientific technology, computerization, and globalization, 
contributing towards further development of mankind. 
At the same time, we face harsh realities in issues that 
threaten our survival, such as ethnic conflicts, clash of 
values, uneven distribution of knowledge and wealth, 
distraction of natural environment, and energy depletion.  
In the constantly fluctuating world, the reshaping of 
the 20th century social systems, the environment 
preservation, and the capacity to develop people to carry 
out those tasks will become more and more important. It is 
essential to enhance literacy and communication skills in 
information and science for both experts and the general 
public, in order to create a sustainable society that allows 
us to maintain our humanity. Japan faces pressing issues 
such as rapid computerization, globalization of society 
and economy, declining population, and the depletion of 
energy resources and the environment.  It is vital for us 
to foster people who are capable of tackling these issues 
and to create a society in which they can contribute their 
knowledge and skills.

In order to explore resolutions to those issues, the 
Graduate School of Human Development and Environment 
and the Faculty of Human Development will pursue the 
creation of an innovative academic field of “Human and 
Community Development.” “Human and Community 
Development,” which will be developed in cooperation with 
its various stakeholders, including the local communities, 
governments, corporations, and the general public, with an 
organic bonding of “Human Development” and “Creation 
of Civil Society.”  With the aim of creating a more people 
oriented society in cooperation with its stakeholders, this 
new field encompasses a range of research undertakings, 
which both fundamentally and practically explore human 
development processes, as well as the environment that 
supports human development.  To be more specific, we 
will pursue ways to resolve the following issues through 
interdisciplinary approaches: developmental psychology, 
clinical psychology, health sciences, education and 
learning, behavioral development, adaptability to 
environment in aging process, human expressions, 
environmental problems for human development.

発達科学部・人間発達環境学研究科

21世紀にはいり、科学技術の進歩、情報化、グローバ

ル化はさらに進化し、人間の更なる発展に貢献することで

しょう。しかし同時に私たちは民族間の紛争、価値観の崩

壊、知識と富の不公平な分配、環境の破壊、そして資源の

枯渇といった厳しい前途に直面していることも事実です。

絶えず変化している世界では社会構造を再構築することや

環境保護、そしてこれらの課題に挑む人々を育てていく土

壌作りが非常に重要になってきています。私たちの人間ら

しい生活の維持に耐えうる社会を作るために専門家はもち

ろん、専門家ではない人々の情報、科学的言語能力やコ

ミュニケーション能力の必要性が高まっています。日本は

現在急速な情報化、社会と経済のグローバル化、人口減少、

そして資源の枯渇、環境問題に直面しています。私たちに

とってこのような問題に取り組む人間を育てること、そし

てこのような問題に取り組める社会を作ることが何よりも

重要です。

このため、人間発達環境学研究科と発達科学部は

「ヒューマン・コミュニティの発展」という革新的な研究

分野を展開しています。これは、地域、政府、自治体、一

般市民との協働により進化するもので、人間の発展と市民

社会との有機的な結び付きを意味します。この新しい分野

は、あらゆる立場の人々により構成される人間社会を進化

させるべく、人間発達を支える環境と同様に基礎的・実験

的な人間の進化のプロセスを追求する、様々な研究を含ん

でおり、多様な方面からのアプローチを行なっています。

例えば、発達心理学の基礎的諸問題，心の健康・発達障害

などの臨床的諸問題，健康問題に関する研究、広義の教育

と学習に関する多面的な研究、人間の身体行動、加齢に伴

う発達や環境への適応問題、人間表現の本質や意味・原理

に関する研究、人間の発達を促進し支援する様々な環境に

関する研究などを含みます。

これらの分野で高度な専門性を高めるため、大学院の人

間発達環境学研究科においては５つの専攻を設け、各専攻

に対応する博士課程後期課程プログラム、14の博士課程

前期課程プログラムを提供しています。発達科学部におい

ても15のプログラムを用意しています。また、教員や学

生が積極的な研究活動を行なうため、「心理教育相談室」、

「ヒューマン・コミュニティ創世研究センター」、「サイエ

ンスショップ」の附属機関からなる「発達支援インスティ

テュート」を設けています。
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To achieve our goals and foster highly specialized 
professionals, the Graduate School established fi ve 
divisions, and it offers fi ve Doctoral Degree Programs 
(three-year programs for those who hold Master's 
Degrees) corresponding to the divisions and fourteen 
Master's Degree Programs (two-year programs).  The 
Faculty of Human Development also offers fi fteen 
Undergraduate Degree Programs.  In order for our 
faculty members and students to be actively involved 
in their research, the Graduate School is equipped with 
the Institute of Human Development Support, which 
consists of the following four facilities: Psychological 
Counseling Center, Action Research Center for Human 
and Community Development, and Science Shop.

Undergraduate Program
Departments Divisions

Human Development 
and Education

・ Developmental Psychology
・ Child Development
・ Science of Education
・ Elementary Education

Human Behavior
・ Health Promotion and Education
・ Behavioral Development
・ Sport Sciences

Human Expression ・ Human Expression

Human Environmental 
Science

・ Natural Environmental Science
・ Mathematics and Informatics
・ Living Environment
・ Social Environment

(Across Division) ・ Support for Human and 
Community Development

International Student  Republic of Kir ibati

Kuureta Toakai
I＇m an international student at the Graduate School of Human Development and Environment, 
currently undertaking a research project on the development of island communities. Previously, 
I completed a master thesis, and I am now continuing by taking doctoral courses. Based on my 
experience, Kobe University off ered a truly world-class education and dynamic approach, hosting 
new ideas and experiences from diff erent parts of the globe — in other words, the things that 
one needs to succeed in this highly competitive world. Off  campus, I use my spare time to learn 
Japanese traditions and culture while also enjoying some sports. It is a wonderful and memorable 
life experience.

Address 3-11 Tsurukabuto, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan
Tel. +81(78)803-7924  E-mail: hudev-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.h.kobe-u.ac.jp/

Research Areas Covered by the Graduate School
Departments Divisions

Human Development

・ Psychological Development and Health 
Promotion  

・ Human Expression
・ Human Behavior
・ Education and Learning

Human Environmental 
Science

・ Natural Environmental Science
・ Mathematics and Informatics
・ Living Environment
・ Social Environment
・ Advanced Human Environmental Science
 (Adjunct) (Doctoral program only) 
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Law
The Faculty of Law originates from the former Kobe Higher 
Commercial School（established in 1902） that became 
the former Kobe University of Commerce（established in 
1929), the second oldest national commerce university 
after Tokyo College of Commerce（Hitotsubashi 
University). The former College of Commerce was 
established to train highly educated businessmen, and its 
education of civil law, commerce law, legal studies and 
political science held a prominent position in Japan. 
With the establishment of Kobe University after World 
War II, the current Faculty of Law was established in 
May 1949, with a legal studies section from the former 
Kobe University of Commerce（Kobe University of 
Economics）at its core. By the 1980s, there were only 
nine national universities with law faculties; the seven 
former imperial universities, Hitotsubashi University, and 
Kobe University.
Sparing no effort in its quest to become a leading institution 
of higher learning in the field of legal and political studies, 
the Faculty of Law has been successful in becoming a 
reputable academic center that is highly ranked in Japan. 
Now we are aiming to develop eminent law graduates to 
meet current social demands. Our society has become 
more aware of the need for “legalization” and has asked 
individuals to have the ability to make decisions on their 
own. This trend is clearly seen in recent social movements 
such as the introduction of a citizen jury system, 
enhancement of compliance in business, diffusion of 
platforms on politics, and the spreading principle of self-
responsibility, among others.
The Graduate School of Law is an academic and research 
institute with nearly 60 years of tradition, established in 
April 1953 along with the installation of the new graduate 

法学部・法学研究科
神戸大学法学部は、1902年に設置された旧制神戸高等

商業学校を基に1929年に設置された旧制神戸商業大学を

母体とします。それは当時、国立の商業大学として旧制東

京商業大学（現・一橋大学）に次ぐ2番目のもので、他に

国立の商業大学はありませんでした。旧制商業大学は、高

い教養を備えたビジネスマンを養成することを目的とし民

法、商法を中心として法律学や政治学の教育もまた、商業

大学における教育の重要な一角を占めていました。　　

第二次世界大戦後の改革で新制神戸大学が設置されるに

あたり、1949年5月旧制神戸商業大学（神戸経済大学）

の法学分野を母体として現在の法学部が創設されました。

1980年代に入るまで、国立大学の法学部は7つの旧制帝

国大学の他、神戸と一橋の9大学にしかありませんでした。

この間、学生諸君を含め法学部のスタッフ一同の不断の

努力によって、法学・政治学分野で全国有数の研究教育機

関としての評価を確立しています。現在、法学部では裁判

員制度の導入や企業におけるコンプライアンス強化、政治

におけるマニフェストの普及や自己責任理念の広まりなど

に現れるように、社会の「法化」と個人の判断能力が求め

られるようになっている状況を踏まえこういった社会の

ニーズに合致した法学士を育てることを目指しています。

他方、神戸大学大学院法学研究科は1953年4月、新制

大学院制度の発足とともに、法学・政治学系大学院として

設置されました。つまり研究科もまもなく創立60周年を

迎える伝統をほこる教育・研究機関です。

もともと大学院は、研究者養成を主目的としていました

が、高度に専門化された現代社会では、研究者を学界に送

り出すだけで最高学府としての大学院の役割が果たせるも

のではなくなってきました。本研究科も2000年4月の大

学院重点化の以前から、研究者養成だけでなく、より高い

レベルの教育を受け高度な専門知識を身につけた社会人の

育成、既に社会で活躍する人々のキャリアアップやキャリ

ア経験を集大成するための教育も行ってきています。
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school system. 
Although in the past the Graduate School mainly aimed 
to train researchers, it has gradually changed its role as 
the highest educational institution in a highly specialized 
modern society.  We have been aiming at training not 
only researchers but also highly skilled members in the 
workforce, providing education for people who are already 
in employment in order to enhance their career prospects.
In particular, from April 2015 the Graduate School of 
Law starts the GMAP in Law Course. All lectures are 
provided in English and Japanese students, as well as 
foreign students, are studying international business law. 
Practical exercises, such as the internship in foreign law 
fi rms, are included as a�course work.
We offer attractive curricula with various programs aimed 
at fostering sophisticated expertise in human resources 
and excellence in researcher for the next generations.  
We also place emphasis on continuing education for 
people already in employment, with a course specially 
aimed at legal professionals. 

特に、2015年4月に開始されたGMAP in Law Course 

では、講義がすべて英語で実施されており、日本人学生と

外国人留学生が国際ビジネス法を学んでいます。海外法律

事務所でのインターンシップなどの実務実習も含まれてい

ます。

本研究科は、実務法律専攻における法曹養成のほかに法

学・政治学の分野において、次世代を担う優れた研究者と

共に高度な専門知識を活かして社会で活躍できる人材、社

会人のリフレッシュ教育、法曹実務家の継続教育を重視し

た、皆さんに魅力あるカリキュラムを様々なプロジェクト

とともに提供しています。

International Student  Republic of Serbia

Aleksandra Babovic
I am Aleksandra Babovic, currently in the fi rst year of the PhD course, specializing in the historical and 
legal aspects of international criminal tribunals. The Graduate School of Law has off ered me the opportunity 
to grow intellectually and challenge myself in a multi-disciplinary, multi-lingual, and innovative environment. 
As a Kobe University student, I have been fortunate to receive assistance from renowned professors and 
researchers in the fi eld, as well as to work independently, freely express my creativity, and improve my 
networking skills. 
The friendly, supportive, and relaxing surroundings at the University are crucial for each student to have a 
well-balanced life, and therefore provide additional value. If this is the university profi le you are looking for, 
Kobe University is the place to be!

Doctoral Program
Departments Divisions

Academic Legal 
Studies

・ Academic Transaction Law
・ Academic Public Law
・ Theory and History of Law

Political Science
・ Political Theory
・ International Policy Analysis
・ Analysis of Contemporary Politics

Undergraduate Program
Department Divisions

Law 
(includes politics)

・ Theory and History of Law
・ Sociology of Law
・ Public Law
・ Criminal Law
・ Civil Law
・ Commercial Law
・ Social Law
・ International Law
・ International Relations
・ Political Theory
・ Political Process

Professional Degree Program
Department Divisions

Professional Legal 
Studies

・ Professional Transaction Law
・ Professional Public Law
・ Advanced Legal Areas

Address 2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-7234  E-mail: law-kyomu-kenkyuka@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.law.kobe-u.ac.jp/
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Economics
The Faculty of Economics, Kobe University, which was 
founded in 1902, is the second oldest faculty of economics 
among national universities in Japan. After half a century, 
the Graduate School of Economics was instituted in 1953 
and has produced a significant number of outstanding 
graduates since then, thus acquiring a prestigious position 
in education and research in economics in Japan. The 
Faculty has more than 50 professors and has expanded its 
international collaboration in education and research with 
overseas universities. Currently, it offers double degree 
programs with several European and Asian universities.
And the EU Institute in Japan, Kansai, supported by the 
European Commission, providing EU related courses

Undergraduate Study
Students in the Faculty take core courses and choose 
optional courses from a variety of subjects in economics 
as well as in liberal arts. In addition, a range of special 
programs are offered: (1) the Advanced Course for 
students who plan to proceed to graduate studies; (2)
IFEEK(International Five-Year Economics Education 
at Kobe);(3)KUPES(Kobe University Programme for 
European Studies); (4) the Education for Sustainable 
Development Program, and (5) the Econo-Legal Study 
Program 

Graduate Study
Students take a series of lectures,tutorials and workshops, 
which provide great opportunities for research. We offer 

経済学部・経済学研究科
神戸大学経済学部は、1902年（明治35年）に設置さ

れた神戸高等商業学校を起源に、100年を超える歴史を

持つ経済学の高等教育機関で、多くの有為な人材を実業界

や官界、政界に輩出してきました。1953年（昭和28年）

には大学院経済学研究科が併設され、研究者養成機関とし

ても学会で活躍する多くの研究者を育成してきました。経

済学研究科・経済学部は現在50数名という多くのスタッ

フを擁しており、経済理論、経済史、計量経済、経済政策、

技術・環境、金融・財政、国際経済、アメリカ・EU・中

国等の比較経済など、きわめて幅広い研究分野をカバーし

ています。

経済学部
グローバル化・複雑化する世界の状況に対応する人材を

育成するために、体系的な経済学を学ぶカリキュラムに

加えて、神戸大学の他の学部や海外の諸大学と連携して

様々な専門性・学際性・国際性を伸ばす「5年一貫経済学

国際教育プログラム（International Five-year Economics 

Education Program at Kobe、略称IFEEK）」を設けてい

ます。また、国際文化・法・経済の3学部・研究科の学生

が、EU（欧州連合）に関してそれぞれの専門分野と学際

的観点から多面的かつ体系的に学べるように、神戸大学が

独自に開発した学位プログラム「EUエキスパート人材養

成プログラム（Kobe University Programme for European 

Studies、略称KUPES）」も設けています。

上記の他にアドバンスト・プログラム、ESDコース、

法経連携専門教育プログラムを提供しています。

大学院経済学研究科
経済学研究科では、全国最大規模のスタッフ、経済学へ

の多様なニーズに応える複数のコースと充実したカリキュ
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Ph.D and Master program in Economics. The fi ve-year 
doctoral program is aimed at offering academic training 
for researcher.
Our Master’s program contains three sub-programs 
bellow;(1) The General Research program for students 
who want to study specifi c issues deeply.(2) The Skill-
Up program at training students in advanced empirical 
analysis. (3) The Recurrent program for professional 
workers who want to improve in Economics. And also 
Graduate programs where all teaching is conducted in 
English are: (1) the International Master's Program, (2) 
the International Doctoral Program, and (3) the Global 
Master's Program, which is an inter-disciplinary program. 
In the Graduate School, we have many international 
students. Their presence enhances a spirit of competition 
and cooperation in studying. We provide a great 
opportunity for carrying out research, and welcome those 
who wish to study and conduct research at our institute.

ラムを用意しています。本科コースでは、最先端の経済学

を体系的に学ぶ講義、少人数で活発な討議が行われる演

習、教員による論文作成指導を通じて、自立した研究能力

を持つ専門家を養成します。またGMAP（Global Master 

Program）コースでは、国際的に活躍する「グローバル人

材」を目指し、日本人学生と海外からの留学生を対象に全

ての講義履修を英語で行っています。

大学院には多くの留学生が在籍していますが、私たちは

優れた留学生を迎えたいと熱望しています。私たちは、す

ぐれた研究の場を提供しており、私たちと一緒に学びたい

人たちを歓迎します。

International Student  Kingdom of Belgium

Anton Frederik Paul Gabriel Peersman
At 30 years old, I am very grateful to be given the opportunity to pursue further education at 
Kobe University. While enrolled in the doctoral program at its Faculty of Economics, I face 
many academic, linguistic, and intercultural challenges. However, my academic supervisor, the 
university staff , and my labmates are always there to help. Moreover, Kobe University has proven 
to be a highly stimulating environment, in which learning is fun and personally rewarding. 
Finally, eye-opening exchanges with both Japanese and international students and professors 
have broadened my view of the world and leave me wanting more.

Doctoral Program （three years） and Master’s Program （two years）

Department Divisions

Economics

・ Theoretical Analysis
・ Historical Analysis
・ Statistics and Econometric Analysis
・ Technological and Environmental Analysis
・ Industrial and Social Policy
・ Monetary and Public Policy
・ International Economic Policy
・ Comparative Economic Policy

Undergraduate Program
Department Divisions

Economics

・ Theoretical Analysis
・ Historical Analysis
・ Statistics and Econometric Analysis
・ Technological and Environmental Analysis
・ Industrial and Social Policy
・ Monetary and Public Policy
・ International Economic Policy
・ Comparative Economic Policy

Address 2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-7247  E-mail: econ-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.econ.kobe-u.ac.jp/



26

神戸大学について
Introduction

神戸大学学部・大学院案内
Guide 入学を希望する方へ

Entrance
日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

Business Administration
The predecessor of the School of Business Administration, Kobe University, 
was founded in 1902 as Kobe Higher Commercial School. It was the second 
oldest National College of Commerce after Tokyo College of Commerce. 
Commercial Education began spectacularly in Japan after Osaka University 
of Commerce was established as the third Higher Commercial School. The 
School of Business Administration, Kobe University has developed into a 
leading institution of business administration, accounting, and commercial 
science, and has been leading these areas of research and education in 
Japan.
The School of Business Administration adopts a curriculum that 
enables freshmen to concurrently take general education and business 
administration classes from the first year.  Professors, who are active 
leading research, provide accessible lectures to these freshmen, who come 
to the study of business administration for the first time.  In the first year, 
students learn management, accounting, and marketing system as required 
subjects in order to acquire basic knowledge that is essential to learn 
major subjects later on in their degree program. In the first and the second 
years, students study three compulsory introductory classes selected from 
business administration, marketing and economics, business history, and 
business mathematics. From the second to the fourth year, students take 
various major subjects that cover diverse areas of business administration, 
accounting, and commercial science（marketing system). 
Small group seminars have been one of the historical features of the School 
of Business Administration for more than 70 years.  These seminars consist 
of around 10 students and one professor, who role is to supervise their study 
and gives advice on daily life. This style of seminar makes it possible to foster 
individual talent. The Kobe Higher Commercial School, the predecessor of 
The School of Business Administration, was the earliest to adopt this style of 
education from Europe to Japan. Almost all undergraduate students belong 
to a seminar that provides highly tailored learning.
Graduation from the School of Business Administration, ensures a diverse 
range of careers opportunities. This often includes moving in to the industrial 
world, taking advantage of the knowledge of business administration you 

経営学部・経営学研究科
経営学部の前身は、1902年創立の旧制神戸高等商業学

校です。わが国で2番目の官立高等商業学校として、東京

高等商業学校に次いで設置されました。その後、3番目の

高等商業学校として大阪高等商業学校が設置され、わが国

の商学教育は華々しく幕を開けたのです。神戸大学経営学

部は、わが国における経営学・会計学・商学の総本山とし

て発展してきました。そして、経営学・会計学・商学の研

究と教育に関する限り、今日まで常に日本のトップを走っ

てきたのです。

経営学部では、入学当初の1年次から、全学共通授業科

目と経営学に関する専門科目を並行して学習するというカ

リキュラムの体系を採用しています。大学に入って初めて

触れる経営学ですので、その第一線で活躍する教員たちが、

1年生の時から専門科目をわかりやすく講義します。1年次

では、経営学部の専門科目を学習する上で不可欠とされる

専門的基礎知識を修得するために、必修科目として経営学

基礎論、会計学基礎論、市場システム基礎論を学習します。

また、1年次～2年次には、選択必修科目として経営学入

門、市場経済入門、経営史入門、経営数学入門を学習しま

す。2年次～4年次では、上記の専門的基礎知識をベースに、

基本的には経営学、会計学、商学（市場システム）などの

幅広い専門分野をカバーする多様な専門科目を学習します。

少数精鋭で個性を育むゼミナールも特徴の1つです。学

生数が10名程度の少数グループに対して教員1人が学習の

指導や生活の相談を行う、70年以上の伝統のあるゼミナー

ル制度があります。学生一人一人の能力を、教員を含めた

少人数のグループ活動を通じて引き出していくというこの

教育スタイルを、わが国で最も早くヨーロッパから取り入

れたのが、経営学部の前身である神戸高等商業学校です。

学部生はほぼ100％がゼミに所属し、学生一人一人に対し

てきめ細やかに指導を行っています。

神戸大学経営学部で経営学を学んだあなたには多様な進

路が開かれています。もちろん、学んだ経営学を実践に活
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will have acquired. Becoming a scholar in the fi eld of business is also a 
popular option. The School of Business Administration is one of the few 
institutions in Japan that has a distinguished high quality graduate school. 
Graduates from our graduate school have gone on to become professors 
at universities across the country, and serve leading roles in the academic 
world.

かすべく産業界に進むことができます。経営学の研究者と

しての道も1つです。神戸大学経営学部は、極めて充実し

た経営学の大学院をもつ、国内でも数少ない学部です。神

戸大学大学院経営学研究科で研究し、その課程を修了した

人達は、経営学・会計学・商学分野の研究者として全国の

大学の教員になり、学界で指導的な役割を果たしています。

International Student  Federal Republic of Germany

Lara Makowski
Located on top of Mt. Rokko, with a stunning view over the city and the sea, Kobe University＇s School 
of Business Administration is the perfect place to create, pursue, and accomplish your dreams in the 
exciting world of business.
With excellent professors from all over the world, a high level of education, and a wide range of 
courses, Kobe University lives up to its reputation as the fi rst—and one of the best—business schools 
in Japan. The graduate school offers the classical program, as well as the new and experimental 
SESAMI program; for the adventurous, these can even be combined. The beautiful campus, in harmony 
with the natural beauty of Kobe, provides you with inspiration, and the friendly international team of 
Kobe University always is there to off er support, help, and advice. Kobe University is challenging but 
motivating and defi nitely worth it, so come and enjoy an excellent life as a student of Kobe University!

Undergraduate Program
Department Subjects

Business 
Administration

・ Administrative Management
・ Management Strategy
・ Business Statistics
・ Corporate Finance
・ Human Resource Management
・ International Business Management
・ Industrial Management
・ Strategic Management
・ Business-Government Relations
・ Game Theory
・ Information Systems for Organization
・ Bookkeeping
・ Financial Accounting
・ Management Accounting
・ Auditing
・ International Accounting
・ Tax Accounting
・ Cost Accounting
・ Social and Environmental Accounting
・ Marketing
・ Money and Financial Institutions
・ Transport Economics and Management
・ Distribution System
・ Marketing Management
・ Customer Relationship Management
・ Financial Institutions
・ Risk Management
・ Securities Market
・ Globalization and International Trade
・ International Transportation

Ph.D. Program
Fields Research Areas

Management

・ Organizational Behavior
・ Human Resource Management
・ Game Theory
・ Industrial and Organizational Psychology
・ Business Statistics
・ Technology Management
・ Management Strategy
・ Operations Management
・ Public Utility
・ Corporate Finance
・ Decision Sciences
・ Business History
・ International Business Management
・ Environmental Management

Accounting

・ Financial Accounting
・ Accounting History
・ International Accounting
・ Tax Accounting
・ Auditing
・ Management Accounting
・ Nonprofi t Accounting
・ Social and Environmental Accounting

Commerce

・ Financial System
・ Marketing
・ Customer Relationship Management
・ Distribution System
・ Entrepreneurship
・ Transportation Economics
・ Business Economics
・ International Trade

MBA Program
Pedagogy Categories

Research-
Based
Education

・ Course Work
・ Group Projects
・ Dissertation Research

Address 2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-7260  E-mail: bkyomu@b.kobe-u.ac.jp
http://www.b.kobe-u.ac.jp/
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Science
Faculty of Science
The Faculty of Science consists of mathematics, physics, 
chemistry, biology, and planetology departments. We 
conduct education and research on fundamental issues in 
the field of natural sciences, and foster student’s creative 
attitude toward research as well as the ability to directly 
contribute to society. Students are always encouraged to 
set their own academic goals and endeavor to explore the 
realities of science. For this reason, the Faculty of Science 
seeks to promote close exchanges between teachers 
and students, which contributes to the development of 
fundamental scientific research through mature scientific 
attitude. Over 110 teaching staffs cover the educational 
programs for the full quota of 140 undergraduate students 
every year. After the 4-year undergraduate course, 70-
80% of students proceed to the graduate school, some 
become high school teachers, and the remaining take jobs 
at public offices including government positions, as well as 
private companies.

Graduate School of Science
The Graduate School of Science offers 2-year Master’s 
degree and 3-year Doctoral degree programs. The 
school, consisting of mathematics, physics, chemistry, 
biology, and planetology departments, currently has 
240 students studying for the master’s degree, and 
90 students studying for the doctoral degree. After 
completing the Master’s program, many of the students 
go on to work for private companies as well as in public 
sectors, utilizing their highly advanced knowledge in the 
natural science fields. The doctoral program aims at 
training future researchers who will work at universities 
or research institutes. The students are encouraged to 

理学部・理学研究科
理学部

理学部は伝統的な学問体系を土台にした数学科、物理学

科、化学科、生物学科、惑星学科の5つの学科で構成され

ており、自然科学のもっとも基礎的な分野の教育と研究を

行っています。自然科学の基礎である理学諸分野を探求す

ることによって自然の理解を深め、社会の進歩に貢献する

ことを教育研究上の目的としています。教育カリキュラム

は、学生の主体性を重んじ、自らの目標を設定できる能力

を養うとともに、科学の本質を学べるような体系となって

います。各年次約140名の学生数に対し、教員数が110

名以上であり、幅広い、きめ細やかな教育を実現していま

す。このような少人数教育による教員と学生の密な交流を

通じて、基礎科学研究の発展にも貢献しています。大学卒

業後、70－80％の学生は大学院に進学しますが、それ以

外にも高校教師、公務員になる学生や、民間企業に就職す

る学生もいます。

大学院理学研究科
理学研究科は2年間の博士課程前期課程と3年間の博士

課程後期課程があり、数学専攻、物理学専攻、化学専攻、

生物学専攻、惑星学専攻から構成されており、さらに高度

な教育と研究を行っています。現在、約240名の博士課

程前期課程の大学院生、約90名の博士課程後期課程の大

学院生が研究をしています。博士課程前期課程の多くの学

生は修了後、前期課程で学んだ高度な知識を生かし民間企

業に就職したり、公務員になったりします。博士課程後期

課程は主として大学や研究所で活躍できる研究者となるよ

うな人材の育成を目的としています。後期課程では研究を

通し自然科学の発展に主体的に貢献するだけでなく、将来

研究を展開していく上での基盤を固めることができるカリ
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contribute to the development of natural sciences as well 
as to master fundamentals of research. After completing 
the Doctoral program, students are granted the Doctor of 
Science or the Doctor of Philosophy. 
The Graduate School of Science closely links with the 
Center for Planetary Science which is an adjunct facility 
to the graduate school and the following research centers 
that constitute Kobe University Organization of Advanced 
Science and Technology: Biosignal Research Center, 
Research Center for Environmental Genomics, Molecular 
Photoscience Research Center, Research Center for Inland 
Seas, and Research Center for Urban Safety and Security, 
as well as Center for Supports to Research and Education 
Activities. Many professors and associate professors of 
these centers also teach at the Graduate School of Science, 
providing high-grade educations using advanced facilities. 

キュラムとなっています。後期課程修了後は、理学博士あ

るいは学術博士の学位が授与されます。また、理学研究科

は附属施設である惑星科学研究センターや自然科学系先端

融合研究環（バイオシグナル研究センター、遺伝子実験セ

ンター、分子フォトサイエンス研究センター、内海域環境

教育センター、都市安全研究センター）、および研究基盤

センターの７つのセンターと連携を密にした教育を行って

おり、高度な施設を使用することができます。これらのセ

ンター専任教員は、教育にも携わっており、質の高い教育

を提供しています。

International Student  United States of America

Anthony Eritano
I am currently studying in the Department of Biology and earning my Ph.D in Developmental 
Biology. I came to Kobe University after earning my Master＇s degree in the USA. The staff  and 
faculty at Kobe University have gone above and beyond their duties to help me adjust and feel 
welcomed to graduate life in Japan. Kobe University and Japan have given me opportunities that 
I could not have in the US. Studying at Kobe University has given me a chance to mature as a 
scientist and make an impact in the fi eld of biology. 

Address 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-5767  E-mail: sci-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.sci.kobe-u.ac.jp/

Undergraduate Program
Departments Divisions

Mathematics
・ Analysis
・ Algebra and Geometry
・ Applied Mathematics

Physics
・ Theoretical Physics
・ Particle Physics
・ Condensed Matter Physics

Chemistry
・ Physical Chemistry
・ Inorganic Chemistry
・ Organic Chemistry

Biology
・ Biomolecular Organization
・ Biosignal Transduction
・ Biodiversity

Planetology ・ Fundamental Planetology
・ Frontier Planetology

Doctoral Program （Three-year Program） and 
Master’s Program （Two-year Program）
Departments Divisions

Mathematics
・ Analysis
・ Algebra and Geometry
・ Applied Mathematics

Physics
・ Theoretical Physics
・ Particle Physics
・ Condensed Matter Physics

Chemistry

・ Physical Chemistry
・ Inorganic Chemistry
・ Organic Chemistry
・ Materials Structure Science
・ Theoretical Biochemistry

Biology

・ Biomolecular Organization
・ Biosignal Transduction
・ Biodiversity
・ Developmental Biology
・ Bioregulatory Science

Planetology

・ Fundamental Planetology
・ Frontier Planetology
・ Evolutionary History of the Planets and the Earth
・ Atmosphere-Ocean Environment Sciences
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Medicine
The School of Medicine/Graduate School of Medicine aims 
to establish Japan’s, and eventually, the world’s best center 
of excellence for unique medical research and education. 
We conduct focused research and education on biomedical 
sciences, clinical medicine, and medical administration. 
We have adopted many new systems typified through the 
alliance between basic and clinical medicine into the graduate 
course to foster human resources with a high awareness 
of their responsibility for developing the field of medicine in 
the future. We（1）strengthen regional partnerships with 
medical institutions in Hyogo prefecture and Kobe city, and 
（2）promote environmental improvement for research, 
education, and medical care, so that outstanding students and 
eminent junior doctors/researchers can acquire high clinical 
techniques and research skills, as well as exercising their 
full potential, and（3）create an organic and human team 
that can meet contemporary social needs.  While developing 
international cooperation, based on our track record of 
accepting international student and the training of prestigious 
world-class doctors/researchers, we launch research projects 
on emergent and re-emergent infections that confront modern 
urban societies.  
The Graduate School of Medicine has a high reputation both 
at home and abroad. We achieved many global results in 
signal transduction research and have trained many excellent 
basic medical researchers.  Based on these results, the field of 
medical and biomedical science focused on “biomembranes” 
which can be said to be the essence of life forms along with 
genomes, and research is aimed at elucidating “the structure 
of biomembranes with signal transduction and information 
process” and “the link between the abnormality in this system 
and diseases”.  The field of clinical medicine focuses not only 
on the research of adult diseases, such as cancer, infection, 

医学部・医学研究科
神戸大学大学院医学研究科・医学部では、現在そして将

来の医学・医療を見据え、神戸発の、まず日本一、さらに

は世界一を目標としたユニークな医学・医療教育研究の拠

点形成を目指しています。そのために、全員一丸となって

焦点を絞った医学・生命科学教育研究、臨床医学教育研究

および医療を行っています。次に、将来の医学・医療を担

う優秀かつ使命感を持った人材を育てるために、他大学に

さきがけ、大学院課程に基礎・臨床医学融合などの多くの

新しいシステムを積極的に導入してきました。さらに、兵

庫県や神戸市の医学・医療機関との地域連携を強化し、多

くの優秀な学生、若手医師・研究者が能力を存分に発揮

し、高度な臨床技術と研究能力をともに身につけることが

できる教育・研究・診療の環境整備をすすめ、新たな時代

のニーズに応えられる人間味溢れる有機的なチーム作りを

行っています。また、これまでの留学生受け入れ実績や、

海外で活躍する一流の医師・研究者を育成してきた実績を

踏まえ、国際連携を推進するなかで、国際都市が直面する

新興・再興感染症についての研究プロジェクトも立ち上げ

ています。

本研究科は、その歴史の中で情報（シグナル）伝達研究

において多くの世界的な実績を挙げ、優秀な基礎医学研究

者を輩出し、国内外で高い評価を得てきました。この実績

を踏まえて、医学・生命科学研究では、ゲノムと並んで生

命体の本質ともいえる“生体膜”に焦点を当てて、“生体

膜と情報伝達・情報処理の仕組み”の解明および“このシ

ステムの異常と疾患の関連”の解明を目指しています。ま

た、臨床医学研究では、がん、感染症、糖尿病や循環器疾

患などの生活習慣病、神経疾患について個別に研究するだ

けではなく、これらの疾患の発症・進展に潜む共通の仕組

みに着目し、その仕組みの全体像を明らかにするととも

に、新しい診断法と治療法の開発を目指しています。

本研究科博士課程・医学部医学科は、人間性豊かで高い

倫理観ならびに探求心と創造性を有する科学者としての視
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and diabetes, and neurological disease but also common 
structures hiding in the development and progression of these 
diseases. This research aims to establish a comprehensive 
framework and develop new diagnostic methods and cures.
The mission of The School of Medicine/Graduate School of 
Medicine is to provide high level education to foster doctors 
and medical researchers, able to maintain their perspective 
as scientists, with a rich sense of humanity, a high ethical 
standard, and a spirit of academic inquiry and creativity.  The 
Division of Biomedical Sciences（Master Program）aspires 
to become an internationally recognized advanced research/
education base for bioscience and medicine and the major 
graduate school in Kobe, which is aiming to become an 
international medical industrial city.

点を持つ医師／医学研究者を育成するために国際的に卓越

した教育を提供することを基本理念としています。また、

バイオメディカルサイエンス専攻（修士課程）は、国際的

医療産業都市を志向する神戸に立地する大学院修士課程と

して、生命科学と医学の国際的・先端的な研究・教育の拠

点となる事を目指しています。

International Student  Arab Republic of Egypt

Shaymaa Mohamed Mohamed Badawy
Considering pursuing a PhD degree in Japan was a turning point in my life. As a second year 
student in biochemistry, graduate school of medicine, I was able to acquire not only experimental 
skills but also basic techniques of scientifi c research, such as hypothesis formation, experimental 
design, and data analysis, with support from my kind supervisor and cooperative labmates. In 
addition, Kobe University provides the international students with safety rules in the case of 
natural disasters, so please do not worry. Furthermore, Kobe University is located in one of the 
most beautiful tourist areas. I hope these aspects will increase your interest in Kobe University.

Address 7-5-1 Kusunoki-cho, Chuo-ku, Kobe 650-0017 Japan
Tel. +81(78) 382-5205  E-mail: daigaku@med.kobe-u.ac.jp
http://www.med.kobe-u.ac.jp/index.html

Master’s Program （Two-year Program）

Department Divisions*

Biomedical 
Sciences

・ Physiology and Cell Biology
・ Biochemistry and Molecular Biology
・ Pathology
・ Microbiology and Infectious Diseases
・ Social/Community Medicine and Health Science  

*Each Division consists of 4 to 12 Research Areas

Doctoral Program （Four-year Program）

Department Divisions*

Medical 
Sciences

・ Physiology and Cell Biology
・ Biochemistry and Molecular Biology
・ Pathology
・ Microbiology and Infectious Diseases 
・ Social/Community Medicine and Health Science
・ Internal Medicine
・ Internal Related
・ Surgery
・ Surgery Related 

*Each Division consists of 4 to 12 Research Areas

Undergraduate Program
Department Division

Medicine ・ *Lectures are given by faculty members of the 
Graduate School. 
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Health Sciences
Health Problems for the society in the 21st century have 
changed dramatically against the backdrop of dwindling 
birthrate, aging population, changing lifestyle habit, and 
the coming of globalization age. The role health sciences 
play in solving these problems is becoming ever greater. 
Social demands for graduate schools to foster advanced 
healthcare specialists, educators, researchers, and R & D 
are ever increasing.
Reflecting these needs, the former Department of Health 
Sciences of the Graduate School of Medicine, was 
reorganized into the Graduate School of Health Sciences, 
in April 2008.
With well-rounded education, rich human qualities and 
morality as its common base, the newly established
Graduate School aims at fostering:
(1）researchers with the originality and creativity to 

establish total health care,
(2）advanced healthcare specialists with abundant 

clinical experience, research mind, leadership and 
management ability,

(3）university teaching staff competent in clinical practice, 
research and training, and

(4）advanced healthcare specialists with the 
communication ability and multi-cultural understanding 
to promote international healthcare.

To this end, we regard our 2-year Former Period（of 
Doctoral Degree Program, Master’s Degree）and 3-year 
Latter Period（of Doctoral Degree Program, Doctoral 
Degree）as one consecutive course and seek to foster 
competent specialists, educators and researchers who 
can put total health care into practice.

保健学研究科
21世紀社会の健康課題は、少子高齢化、生活習慣の変

化、グローバル社会の到来などを背景に大きく変貌し、そ

の解決のため保健学の果す役割はますます重要になってい

ます。それとともに大学院における高度保健医療専門職者

や教育・研究者などの人材養成や研究開発などに対する社

会の要請も大きくなっています。

こうした背景のもと、従来の神戸大学大学院医学系研究

科保健学専攻を改組して神戸大学大学院保健学研究科が

2008年4月に設置されました。

その目的は、幅広い教養、豊かな人間性と倫理性を共通

基盤として、

①総合保健医療を確立するために必要な独創性と創造性を

備えた研究者

②豊富な臨床経験とリサーチマインド、統率・管理能力を

備えた高度医療専門職者

③臨床能力、研究能力、教育能力を備えた大学教員

④コミュニケーション能力や多文化理解能力を備え、国際

保健を推進する高度医療専門職者を養成することです。

そのために修学期間2年の博士課程前期課程（修士）と

修学期間3年の博士課程後期課程（博士）を一貫したもの

として捉え、total health careを実践できる有為な専門職

者、教育者、および研究者の育成に努めます。
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International Student  People＇s Republic of China 

Yi Qinqiuzi
I＇m a fi rst-year master degree candidate at the Kobe University Graduate School of Health Sciences. 
Studying at Kobe University makes me feel very comfortable, and I really enjoy the friendly 
atmosphere of the university. Before entering the Master＇s courses, I spent one and a half years 
studying my chosen subject as a research student. During this period of time, I learned a lot of things, 
not only about my research, but also about interesting aspects Japanese culture. Thanks to those one 
and a half years, I am able to participate in both domestic and international academic conferences by 
presenting my own research fi ndings. In addition, I can also use Japanese to communicate fl uently with 
my Japanese friends. I believe that I will look back at the experience of studying at Kobe University as 
one of the most amazing times in my life. Therefore, I highly recommend studying at Kobe University.

Address 7-10-2 Tomogaoka, Suma-ku, Kobe 654-0142 Japan
Tel. +81(78) 796-4504  E-mail: kyoumu@ams.kobe-u.ac.jp
http://www.ams.kobe-u.ac.jp/

Undergraduate Program
Faculty Departments Divisions

Health 
Sciences

Nursing

・ Basic Nursing
・ Clinical Nursing
・ Maternal Nursing and Midwifery
・ Community Nursing

Medical 
Technology

・ Basic Medical Technology
・ Applied Medical Technology

Physical Therapy ・ Basic Physical Therapy
・ Applied Physical Therapy

Occupational 
Therapy

・ Basic Occupational Therapy
・ Applied Occupational Therapy

Basic Allied 
Medicine

Master’s Program （Two-year Program）

Department Divisions*

Health Sciences

・ Nursing
・ Biophysics
・ Rehabilitation Science
・ Community Health Science
・ International Health

*Each department consists of 2 to 4 Areas.

Doctoral Program （Three-year Program）

Department Divisions*

Health Sciences

・ Nursing
・ Biophysics
・ Rehabilitation Science
・ Community Health Science
・ International Health

*Each division consists of 2 to 4 Areas.
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Engineering
The Faculty of Engineering was established in 1949, 
growing out of the former Kobe Technical College, which 
was originally established in 1921. Since then, the Faculty 
has contributed to the development of modern industrial 
society in the latter half of the 20th Century through its 
education and research. The aim of the Faculty in the new 
millennium is to educate future researchers and engineers 
to be able to contribute to the welfare of humankind 
through cutting-edge technologies. The Faculty now has 
six departments: Architecture, Civil Engineering, Electrical 
and Electronic Engineering, Mechanical Engineering, 
Chemical Science and Engineering, and Computer 
Science and Systems Engineering, each of which 
consists of several divisions dedicated to the specific 
purposes of education and research. Approximately two-
thirds of students continue on to Master's program for 
higher education.
The Graduate School of Engineering was established 
in April 2007 as an educational and research institute 
for providing engineering knowledge, fundamental and 
applied technologies directly related to a symbiosis and 
sustainable development of society. Departments in 
the Graduate School in Master and Doctor courses are 
arranged in a similar way as the Faculty of Engineering to 
offer a consistent educational system from undergraduate 
to graduate school, i.e. Architecture, Civil Engineering, 
Electrical and Electronic Engineering, Mechanical 
Engineering, and Chemical Science and Engineering. 
By covering a wide range of interdisciplinary academic 
fields (environment, membrane, biorefinery, interface, 
nanomaterial, information and telecommunication, life 
science, energy, robot, safety etc.), these five departments 
will create new technologies for the betterment of the 
society. At present about 1000 overseas students are 
studying in Kobe university and about 200 out of them 
are in either Faculty of engineering or Graduate School 
of Engineering.

工学部・工学研究科
神戸大学工学部は「学務と実務の両立とこれを支える自

主的研究の尊重」を掲げて1921年に旧制神戸高等工業学

校として産声をあげ、当初は建築科、電気科、機械科の３

学科から出発しました。1949年には土木工学科、工業化

学科を加え、現在では、建築学科、市民工学科、電気電子

工学科、機械工学科、応用化学科、情報知能工学科の６学

科で構成されています。その間、多数の有能な人材を輩出

し、今や３万名にものぼる卒業生の多くが、技術者や研究

者、経営者として民間企業や国、地方公共団体で、あるい

は海外で幅広く活躍しています。その伝統と同窓生の方々

の努力により、卒業生、修了生の就職状況は、現在まで良

好さを保ち続けています。工学は科学と人間の生活とを橋

渡しする学問ですが、その教育・研究を通じて、本学部・

研究科が育成を目指す人材像は、大別して

（1）幅広く高度な専門知識を持ち、社会に貢献する技術者

（2）研究・開発のマネージャーとして活躍できるゼネラリスト

（3）大学院へ進学し、研究者や高度専門職の道を究める人材

です。その目的のために、本学部では、絶えず最先端の教

育と優れた各種研究設備の充実に努めてきました。その結

果、教育の質、研究設備ともに高い評価を頂いています。

現在、所属学生は最先端の研究に携わっており、上に述べ

たように卒業、修了後もその実力に対して社会から多くの

期待が寄せられています。また本学部は、「社会に開かれ

た学部」として、工学に興味を持つ女子学生、編入生や社

会人、あるいは留学生を幅広く受け入れています。これか

らも多様な教育活動を行なうとともに、異文化に対する深

い理解にも努め、国際化を積極的に進めていく予定です。

一方で、転換期を迎えている現代社会の動向に応じるべ

く、大学院においては、2007年度より従来の自然科学研

究科から新たに工学研究科が誕生しました。工学研究科で

は、他の研究科や他機関（SPring8や理化学研究所等）と

の協力のもと、研究組織を柔軟にすることで先端研究の展

開に対応しつつ、学部と大学院の一貫教育システムを強化

しているところです。



35

神戸大学について
Introduction

神戸大学学部・大学院案内
Guide 入学を希望する方へ

Entrance
日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

今後も時代の最先端と10年後の科学技術立国の在り方

を見据えて、大学の本来の使命である教育・研究を学生の

皆さんと教員、職員一体となり発展させたいと思います。

より多くの若者が本校で学び、豊かな教養と高い倫理観を

持つ人として、技術者として、世界に誇れる人材に育つこ

とを心から願ってやみません。豊かな自然に囲まれた六甲

山の中腹に位置する世界的にも恵まれた環境を持つ神戸大

学工学部キャンパスで皆さんと共に過ごせることを楽しみ

にしております。

International Student  Malaysia

Muhammad Haziq Asyraf Bin Moho Tohir
I am a fi rst-year undergraduate programs student of mechanical engineering at the Faculty of 
Engineering, Kobe University. Studying abroad in Kobe, Japan has been a new life experience. 
It was not easy to get used to the new environment, in which diff erent languages are used, but 
with the support of Japanese friends and teachers, I somehow made it through. The friendliness 
and kindness of other Kobe University＇s students, as well as the teaching staff ＇s attention and 
willingness to help, really made me feel at home. I am very grateful to be accepted and to be 
given the opportunity to further my studies here.

Address 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-6350  E-mail: eng-kyomugakusei@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.eng.kobe-u.ac.jp/

Master’s Program （Two-year Program）
Doctoral Program （Three-year Program after the Master’s Program）
Departments Divisions Outline

Architecture

・ Spatial Design
・ Architectural Planning, 

History and Theory
・ Engineering of Building 

Structures
・ Architectural Environmental 

Engineering

・ A study to create a social 
living space rich in amenity, 
convenience, and harmony with 
the environment.

Civil 
Engineering

・ Engineering of Human Safety
・ Engineering of Environmental 

Symbiosis

・ A study to improve the safety 
of city and urban space, and 
the promotion of environmental 
symbiosis.

Electrical 
and 
Electronic 
Engineering 

・ Physical Electronics
・ Computer and Information 

Engineering

・ A study to develop new 
technologies to support 
information society (e.g., 
electronic material/information 
devices, and information 
processing technology).

Mechanical 
Engineering

・ Thermo-Fluid and Energy
・ Mechanics and Physics of 

Materials
・ Design and Manufacturing

・ A study to apply principles 
of physics to analysis, design, 
manufacturing, and maintenance 
of mechanical systems.

Chemical 
Science and 
Engineering

・ Applied Chemistry
・ A study to create functional 

substances, and the identifi cation 
of their mechanisms. 

・ Chemical Engineering ・ A study to create and advance 
substance production process.

Undergraduate Program
Departments Divisions

Architecture

・ Spatial Design
・ Architectural Planning, History 

and Theory
・ Engineering of Building Structures
・ Architectural Environmental 

Engineering

Civil 
Engineering

・ Engineering of Human Safety
・ Engineering of Environmental 

Symbiosis

Electrical and 
Electronic 
Engineering 

・ Physical Electronics
・ Computer and Information 

Engineering

Mechanical 
Engineering

・ Thermo-Fluid Dynamics
・ Mechanics and Physics of 

Materials
・ Design and Manufacturing

Chemical 
Science and 
Engineering

・ Applied Chemistry
・ Chemical Engineering

Computer 
and Systems 
Engineering

・ Systems Science
・ Information Science
・ Computational Science
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System Informatics
In April 2010, we separated the Computer Science and 
Systems Engineering Department from the Graduate 
School of Engineering, and started the Graduate School of 
System Informatics, which consists of the following three 
departments: Systems Science, Information Science, and 
Computational Science.

In the Department of Computer Science and Systems 
Engineering, we have provided education and research 
programs that were built on the pillars of system 
engineering and information engineering, in an effort 
to ensure efficient and competent handling of complex 
system and information such as signals and data in forms 
that cut across disciplines such as mechanics, electricity, 
electronics, and information.

In our new graduate school, we added the pillar of 
computational science, a field that continues to shed 
light on various phenomena by means of simulation. In 
particular, by completing the intensive course offered 
in the Department of Computational Science, you will 
be able to obtain a doctoral（computational science） 
degree, the first of its type in Japan.

We welcome those of you who would like to get involved 
in the discovery of natural phenomena, manufacturing, 
life science, information communication, and the like 
from the three perspectives of systems, information, and 
computation to join and participate in our Graduate School 
of System Informatics.

システム情報学研究科
システム情報学を志す諸君へ

2010年4月、工学研究科から情報知能学専攻が独立し

て「システム科学」、「情報科学」と「計算科学」の3専攻

構成の「システム情報学研究科」が誕生いたしました。

情報知能学専攻では、機械や電気電子・情報など学問領

域を横断する形で複雑なシステムや信号・データなどの情

報を適切に効率よく扱うにはどうしたらよいかということ

を対象に、システム工学と情報工学を柱とした教育・研究

を行ってきました。

本研究科ではシミュレーションによって現象を解明して

いく計算科学という柱が加わりました。特に計算科学専攻

のインテンシブコースを修了すると全国初の博士（計算科

学）の学位を取得することができます。

システム・情報・計算という3つの観点から、自然現象

の解明、ものづくり、ライフサイエンス、情報通信などに

取り組みたい方はぜひ「システム情報学研究科」にご参加

ください。 
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International Student  Is lamic Republic of I ran

Ghasemimoghadam Ehsan
I fi rst came to Kobe Univ. in Oct. 2014 as a research student, I entered the doctoral course in 
April 2015. My research focuses on Energy Management Systems (EMSs) on hybrid vehicles. The 
professors are very approachable; the quality of teaching is high, and the research facilities are 
new and modern. 
The student service system here is excellent. At the International Student Centre, I have not only 
improved my Japanese skills, but also acquired other abilities.
I really enjoyed my life here. I would recommend studying at Kobe Univ. to anyone looking for 
an engaging and memorable experience.

Address 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-6350  E-mail: eng-kyomugakusei@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.csi.kobe-u.ac.jp/index.html

Master’s Program （Two-year Program）
Doctoral Program （Three-year Program Following the Master’s Program）

Departments Divisions Outline

Systems 
Science

・ Fundamentals of Systems Science
・ Innovation of Systems Science

・ A study to provide a foundation for the analysis and integration of large-scale, 
complex systems through the development of basic theories and methodologies 
of system analysis and integration, and the development of problem-solving 
methodologies based on a systems approach.

Information 
Science

・ Foundation of Information Sciences
・ Intelligent Informatics

・ A study to contribute to the development, processing, and utilization of system 
information by developing new application related technologies and methodologies 
from the theoretical constructs of information and computation, and the constructs 
of information processing and information media.

Computational 
Science

・ Fundamentals of Computational 
Science

・ Innovation of Computational Science

・ A study to develop methodologies related to the quest for science and technology 
based on a computational approach and the basic technologies of high-
performance computation, taking into consideration utilization of next generation 
supercomputers.  
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Agriculture/Agricultural Science
Mission and goal of the Graduate School of Agricultural 
Science
The mission of agricultural science is the conservation 
of natural and agro-ecosystems and to contribute to 
human society through the production, management, 
utilization and development of biological resources which 
are the basis of food, clothing and shelter, which we can 
summarize as “The Science of Sustainable Coexistence”. 
As an academic research organization which aims to 
realize this agricultural ideal, the Graduate School of 
Agricultural Science’s basic objective is the general 
research of various problems which relate to “Food, 
Environment and Healthy life” and is organized into the 
following departments, by keyword.

（i）�The Department of Agricultural Engineering and 
Socio-Economics is the collaboration of agricultural 
engineering and the knowledge and technology of 
agricultural economics, aiming at academic research 
into the systemization of all processes related to 
consumption and circulation, from the production 
base in order to cohabit through sustainable 
environmental preservation by the producer and the 
consumer of foods.

（ii） �The Department of Bio-Resource Science aims 
to carry out academic research into identifying, 
developing and improving flora and fauna genetic 
resources for the fundamental challenge to human 
survival and improvement of the quality and quantity 
of food production to contribute to food production 
in the 21st Century.

（iii）�The Department of Agro-bioscience aims to 
carry out academic research to elucidate the 

農学部・農学研究科
農学研究科の理念と目標

農学は、自然及び人工生態系の保全を図り、衣食住のも

ととなる生物資源の生産・管理・利用と開発を通じて人間

社会に貢献する「持続共生の科学」を理念としています。

この農学理念の実現に向けた教育研究組織としての農学研

究科は、「食料・環境・健康生命」に関わる諸問題を総合

的に教育研究することを基本目的とし、各キーワードに対

応した以下の3専攻で組織されています。

（i）  食料共生システム学専攻は、農業工学及び農業経済学

の知識と技術を協働し、食料の生産者と消費者が環境

保全型持続社会を通して共生するための生産基盤構築

から流通・消費に至る全プロセスの体系化を教育研究

の目的としています。

（ii）  資源生命科学専攻は、人類生存の根本的課題である食

料生産の質と量の向上を図るため、動植物遺伝資源の

探索・開発と改良を担い、21世紀の食料生産に貢献

することを教育研究の目的としています。

（iii）  生命機能科学専攻は、農業と食料の基本となる生命現

象を生物学・化学の両面から解明し、農産物及び食品

の安全性向上と機能開発を通して人の健康の維持・増

進に貢献することを教育研究の目的としています。

農学研究科の大学院教育においては、これら専攻の専門

性を発展・進化させるとともに、各専攻に学際性と総合性

をビルトインし、専攻間で単位の互換や情報の交換による

複眼的な見方や思考力を培う教育研究を展開します。この

ことにより、独創的な学術研究と科学技術開発を担う優れ

た研究者・教育者や指導的役割を担う高度専門職業人な

ど、地域・国際社会で活躍できる人材を育成することを目

指しています。
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phenomenon of life which is the basis of agriculture 
and food from both the biological and chemical 
aspects and through the functional development 
and improvement of safety of agricultural products 
and foods to contribute to the maintenance and 
enhancement of health of human beings. 

In the postgraduate course of The Graduate School 
of Agricultural Science, we develop and evolve the 
technology of these majors while offering tailored 
interdisciplinary quality and comprehensiveness in each 
major. Within these majors, academic research that 
fosters an ability to think independently from a multifaceted 
viewpoint is developed through the interchangeability of 
units and exchange of information. Through this, we aim 
to develop talented researchers who will carry out original 
scientifi c research and technological developments, as 
well as educators and high-level professionals that can 
contribute to both the regional and international society.

International Student  Social ist Republic of Viet Nam

Le Phuong Quynh
I am glad to have the opportunity to study at Kobe University. When I fi rst started, I was very 
concerned about my ability to handle the diffi  culties of taking classes in Japanese. However, the 
tutor system off ered here gave me a lot of help and encouragement. 
Staying in Kobe is to me a very pleasant experience. Small as it is, this port city is a nice place 
not only for visiting but also for living, and from here it is easy to access other famous places of 
the Kansai region. The people are nice, and international students will surely fi nd coming here a 
great experience.

Address 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501
Tel. +81(78) 803-5928  E-mail: ans-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.ans.kobe-u.ac.jp/

Undergraduate Program
Departments Divisions

Agricultural Engineering
and Socio-Economics

・ Agricultural Engineering
・ Food and Environmental Economics

Bioresource Science ・ Animal Science
・ Plant Science

Agrobioscience ・ Applied Chemistry in Bioscience
・ Environmental Biology

Master’s Program （Two-year Program）
Doctoral Program （Three-year Program 
 after the Master’s Program）

Departments Divisions

Agricultural Engineering 
and Socio-Economics 

・ Agricultural Engineering
・ Food and Environmental Economics

Bioresource Science ・ Animal Science
・ Plant Science

Agrobioscience ・ Applied Chemistry in Bioscience
・ Agroenvironmental Biology
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Maritime Sciences
The Faculty of Maritime Sciences and the Graduate School 
of Maritime Sciences is located in the Fukae Campus of Kobe 
University. The Fukae area is situated in the eastern part of the 
international port city of Kobe, and faces Osaka Bay. Our unique 
curriculum focuses on the utilization of the sea and ships in three 
special departments based on the wide academic fields of science, 
engineering, and social science. Additionally, we are continually 
developing our curriculum in accordance with the Basic Act on 
Ocean Policy (Effective July, 2007). In addition to schoolwork and 
research, our students are also actively encouraged to participate 
in extra-curricular activities offered both on and off campus, and in 
various marine/aquatic areas as well.

Faculty of Maritime Sciences 
(Undergraduate School)

The Faculty of Maritime Sciences was established in October, 
2003, when Kobe University of Mercantile Marine, which was 
originally founded in 1917 as the Kawasaki Merchant Marine 
School, was integrated into Kobe University. Maritime sciences is 
an interdisciplinary academic field that aims to resolve global issues 
pertaining to human activities on ships and on the open seas. 
The main objective of our faculty is to increase the career potential 
for our students in the fields of maritime logistics and energy. 
Emphasis is placed on fields such as maritime safety management, 
efficiency of marine propulsion and energy, logistics systems, 
marine engineering and marine environment conservation.
The faculty consists of three departments: Global Transportation 
Sciences, Ocean Safety Systems Science, and Marine Engineering. 
The International Maritime Research Center, and the training ship 
Fukae Maru (674t) cooperate with the faculty in these regards.
After the completion of their undergraduate degrees, students 
have the opportunity to advance to the master’s degree program 
of maritime sciences in the Graduate School of Maritime Sciences, 
or the Sea Training Course.

Graduate School of Maritime Sciences
The graduate school of Maritime Sciences offers highly specialized 
instruction and guidance on research activities to actively develop 
creative researchers, educators, and top level professionals who 
possess diverse global perspectives and problem-solving abilities. 
The goal is to employ a highly-advanced scientific approach which 
combines both natural and social sciences. 

The Graduate School seeks those who wish to expand and 
deepen the basic knowledge they acquired at the undergraduate 

海事科学部・海事科学研究科
海事科学部は、これまで一貫して、海洋環境を守り海

洋を活用できる人材とそのためのさまざまな技術を育て、

日本と世界を結ぶ数多くの人材を輩出してきています。

1917年創設の川崎商船学校に始まり、神戸高等商船学校、

神戸商船大学を経て、現在の神戸大学海事科学部へと至

り、2007年に施行された「海洋基本法」とその理念に基

づいて、更なる発展を続けています。

海事科学部・海事科学研究科は、風光明媚な国際都市神

戸の一角、大阪湾を望む深江キャンパスにあり、海、船を

テーマとした教育・研究を行っています。「海事」とは「海

洋を舞台とした人間活動」であり、「海事科学」とは、海

事にかかわるいろいろな問題を、理工学をベースとし、社

会科学と連携させた科学的なアプローチによって解決する

学際的な学問領域です。海事への理解を通して、国際性、

人間性、創造性ならびに専門性豊かな人材の育成を目的と

しています。

安全でかつ効率的な海上輸送システムの確立と海洋にお

ける環境保全に関する教育研究を行うため、本学部には、

グローバル輸送科学科、海洋安全システム科学科ならびに

マリンエンジニアリング学科の専門学科を設置していま

す。さらに大学院海事科学研究科に進み、より深い専門知

識を習得できます。

海事科学研究科は、学部教育での基礎知識及び実践的・

体験的学習を踏まえて、さらに発展・深化させたい人、海

事に関する専門的・複合的領域の学問の修得から、海事関

連企業や行政における横断的複合的な企画や研究などの分

野で活躍したい人、輸送・物流に関する様々な問題を解決

できる能力を持ち、研究開発に取り組みたい人、海洋環境

保全のグローバルな視点から先端要素技術、メカトロニク

スおよびエネルギー環境科学の研究開発に取り組む指導

的、高度専門職業者になりたい人などを求めています。

海事に関するあらゆる安全管理と船舶運航システム、国

際的な海事産業、多国間の連携を含む諸行政などを理解す

る海事マネジメント科学領域、効率的で安全な輸送システ

ム、物流情報、海洋環境情報をシステム・情報工学的視点

から捉え、管理輸送・物流システムを総合的に理解する海

洋ロジスティクス科学領域、新機能物質や次世代の動力シ

ステムにおける多様なエネルギー技術、海洋関連機械・構

造物に関するエネルギー利用、環境保全、メカトロニクス

技術を理解するマリンエンジニアリング領域を配置してい

ます。
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level by offering opportunities to gain practical experience at the 
graduate level.

The Division of Maritime Management Sciences is the perfect 
place for those who wish to master the specialized interdisciplinary 
fi eld of maritime sciences with aims to actively take on planning 
and research roles for maritime fi rms and administrations.

The Division of Maritime Logistics Sciences is a place for students 
who seek to cultivate their ability to solve various problems 
pertaining to transportation and logistics while also developing 
their passion to engage in research and development.

The Division of Marine Engineering is for those students who have 
a global-scale perspective on marine environment conservation 
and wish to become professionals working in research and 
development of front-line technology, mechatronics, and energy 
environmental science.

International Student  Republic of the Union of Myanmar

Min Han Htet
I am studying at the Thermal Engineering Laboratory of the Graduate School of Maritime 
Sciences, Kobe University, as a second-year doctoral student. Our laboratory has wonderful 
boiling heat transfer facilities with respect to advanced liquid cooled technologies for applications 
in such as nuclear fuel rods, electronic devices, and marine engine systems. In those facilities, 
I studied both theory and experimental practice. With my Professor＇s patient guidance, I had 
many opportunities to present my research findings at academic organizations in Japan and 
international conferences. I am glad to study in Kobe University, and I hope to become an 
outstanding student.

Address 5-1-1 Fukae-minamimachi, Higashinada-ku, Kobe 658-0022 Japan 
Tel. +81(78) 431-6225  E-mail: fmsc-gakusei@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/

Undergraduate Program
Departments Courses

Global 
Transportation 
Sciences

・ Nautical Science
・ Logistics

Ocean Safety 
Systems Science ―

Marine Engineering ・ Ship Management
・ Mechatronics

Master’s Program
Department Divisions

Maritime Sciences
・ Maritime Management Sciences
・ Maritime Logistics Sciences
・ Marine Engineering

Sea Training Course
Departments

・ Nautical Science
・ Marine Engineering

Doctoral Program
Department Divisions

Maritime Sciences
・ Maritime Management Sciences
・ Maritime Logistics Sciences
・ Marine Engineering
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Graduate School of International Cooperation Studies
The Graduate School of International Cooperation Studies（GSICS）
aims at contributing to the development of the international community 
through cultivating the capabilities of students who are interested in 
pursuing careers in international fields. Education and research activities 
at GSICS emphasize development of both expertise and multidisciplinary 
knowledge through coordination of its three departments: Economic 
Development and Policies, International Cooperation Policy Studies, and 
Regional Cooperation Studies. We believe that mutual understanding and 
respect for human rights is essential for peaceful global co-existence, and 
thus strive in our education, research and community activities to further 
this goal.
Distinctive Features
1.  The world is confronted with a variety of transnational issues such 

as the emergence of a borderless economy, poverty, conflict and 
terrorism, environmental pollution, and the spread of infectious 
diseases. Conventional methods of international cooperation are 
not sufficient to address these problems, and new approaches are 
necessary. In light of this, the GSICS curriculum is designed to be 
multidisciplinary so that students will be able to make a contribution to 
the creation of, and work with, these new approaches.

2.  GSICS has four education and research programs: International 
Studies, Development and Economics, International Law and 
Institution Building, and Political Science. They offer systematic 
educational programs for degrees in each respective field.

3.  GSICS offers a flexible curriculum where students can acquire a 
wide range of knowledge. GSICS receives support from seven Kobe 
University schools, faculties and institutes including the Graduate 
Schools of Economics, Law, and Medicine, the Faculty of Engineering, 
the Research Institute for Economics and Business Administration, 
and the Institute for Promotion of Higher Education. Thanks to their 
assistance, GSICS can provide multi-faceted education and research 
supervision.

4.  In pursuing their studies, students are encouraged to take a practical 
and applied approach to international issues. At the same time, they are 
expected to master basic methodologies for fundamental, theoretical, 
and empirical studies. We believe that this approach to education 
helps students build their capacity to address an increasingly diverse, 
complex, and changing world.

5.  In addition to recent university graduates, GSICS welcomes applicants 
with various international, working, academic and other experiences. 
Applicants with professional experience are entitled to take a special 
entrance examination. Not only those with experience of working 
in private firms and public offices, but also professionals such as 
journalists, school teachers, Japanese language teachers, university 
teaching staff, NGO staff, doctors, nurses, pharmacists, former 

国際協力研究科
国際協力研究科は、国際舞台で活躍しようとする優秀な

人材を育成し、その修了後の活動を通じて国際社会の発展

に貢献することを目標としています。この目標のもとに、

国際学、開発・経済、国際法・開発法学、政治・地域研究

の4つのプログラムに属する教員が協働し、専門性と学際

性の双方を重視した教育・研究を進めています。本研究科

は、相互理解と人権尊重が共生に根ざした人類社会の実現

に不可欠であると信じ、その実現に向け、教育、研究、さ

らには社会貢献活動を、互いに連携させながら推進してゆ

きます。

特徴
1．地球上では経済の脱国境化、貧困、紛争・テロ、環境

汚染、感染症の蔓延など、国家を単位とする従来の枠

組みではとらえきれない、数々の問題が生じています。

これらの問題に対応するために、さまざまな新しいか

たちの国際協力が必要となることは疑いありません。

本研究科は、そうした国際協力の一翼を担うことがで

きるよう、学際的な教育・研究体制を整備しています。

2．国際学、開発・経済、国際法・開発法学、政治・地域

研究の4つのプログラムを設け、学位取得に向けた体

系的な教育・研究指導を行います。

3．広い範囲の学識を涵養するため、カリキュラムを柔軟

に編成しています。法学、経済学、医学、保健学、工

学の5研究科、経済経営研究所、大学教育推進機構、

都市安全研究センターの学内機関の協力を得て、多面

的な教育・研究を可能にしています。

4．実践的・応用的なアプローチを心がけるだけでなく、

土台としての基礎研究、理論研究、実証研究の方法も

重視しています。こうした姿勢が多様化、複雑化し、

日々変わってゆく諸問題に対応する能力の構築に役立

つと考えています。

5．新卒者のほか、各種の国際経験、社会経験や学問的背

景をもつ学生を歓迎します。会社員や公務員のほか、

NGO職員、ジャーナリスト、教師、医師、看護師、助

産師、薬剤師、国際機関・国際協力経験者、青年海外

協力隊OB・OGなど、入学者はきわめて多様です。特

別選抜入試も行っています。さまざまな方面で国際協

力にかかわる、多彩な人材を養成しています。

6．留学生も歓迎します。英語による博士課程前期課程と

博士後期課程の教育・研究指導も用意しており、世界

各地から多数の留学生が在籍し、日本人院生と共に学

んでいます。
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workers in international organizations or international cooperation 
activities have been admitted. GSICS aims at training competent 
professionals and academics, able to work in all the different areas of 
international cooperation.

6.  International students are more than welcome to our department. 
GSICS offers courses taught in English at both the Master's level 
and Doctoral level. There are presently many international students 
from all over the world enrolled in GSICS and learning with Japanese 
graduate students.

International Student  Federat ive Republic of Brazi l

Cintia Kawasaki
My experience in GSICS has been truly valuable to me, not only because it has given me 
indispensable theoretical and practical knowledge in my research fi eld, but also because it has 
allowed me to build competence and skills for my professional career. Moreover, I count myself 
lucky to have an exceptional academic adviser who has closely guided me through my academic 
advancement. I also had the unique opportunity to be exposed to a diverse blend of cultures and 
students＇ backgrounds. I can assure you that GSICS off ers the ideal atmosphere and the necessary 
resources for you to thrive in a truly international multicultural environment.

Address 2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-7267  E-mail: gsics-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/indexj.html

Master＇s Courses in English Master＇s Courses in Japanese
・ Microeconomics
・ Macroeconomics
・ Monetary Theory
・ Public Finance
・ International Economics
・ Mathematics for Social Sciences
・ Statistics
・ Econometrics
・ Growth Theory
・ Economic Development Studies
・ Socio-Economic Development Theory
・ Environmental Economics
・ Development Management
・ International Development Cooperation
・ Human Capital Development
・ Education Finance and Administration
・ Social Research Methods for Development
・ Special Lecture on Development Economics
・ Special Lecture on Development Policy
・ Special Lecture on Development Planning
・ Special Lecture on Development Management
・ International Cooperation Law
・ Law of the International Civil Service
・ International Human Rights Law
・ Law of International Organizations
・ International Environmental Law
・ International Criminal Law
・ International Security and International Law
・ Law and State Building
・ Law and Economic Development
・ Law and Social Development
・ International Labor Law
・ Competition Law in Asia
・ Japanese Politics
・ Comparative Politics
・ Political Development
・ Public Policy Studies
・ Institutional Design for Public Administration
・ Local Government
・ Local Development
・ Local Government Finance
・ Local Government Management
・ International Relations
・ Issues in Peace and Development Ⅰ
・ Issues in Peace and Development Ⅱ
・ Comparative and Quantitative Political Analysis
・ Japanese ODA
・ Disaster Risk Management
・ Post-Disaster Recovery Planning
・ Special Lecture on International Cooperation Law
・ Special Lecture on Transnational Relations
・ Special Lecture on Political and Social 

Development
・ Special Lecture on Institution Building
・ Special Seminar
・ Academic Writing
・ Readings in Social Sciences
・ Multilateral Treaty Negotiation

International
Studies

・ Transnational Relations
・ Global Politics Ⅰ
・ Global Politics Ⅱ
・ Global Environmental Engineering
・ International Security Studies
・ Aid Administration
・ Special Lecture on Transnational Relations
・ Seminar on Transnational Relations
・ Development Management
・ Project Appraisal and Policy Evaluation
・ Human Resource Development
・ Sub-Saharan African Economies
・ African Politics
・ Development Anthropology
・ History of Trans-Pacifi c Relations
・ Social Survey Methods in Developing Countries
・ Special Lecture on Development Management
・ Seminar on Development Management

・ Comparative Educational Planning
・ Comparative Analysis of Educational Development
・ Educational Development
・ Evaluation of Educational Development
・ Seminar on Education and Development
・ International Public Health: Theory and Method
・ Study of Infectious Diseases
・ Epidemiology and Public Hygiene
・ Seminar on Public Health: Theory and Method
・ Change in International Relations
・ International Assistance Policy
・ Seminar on Change in International Relations
・ Urban and Regional Planning
・ Global Challenge of Disaster Reduction
・ History of City and Architectural Environment
・ Planning of Hydrospheric Environment
・ Post-disaster Reconstruction
・ Seminar on Urban Environment

Development
and Economics

・ Development Economics Ⅰ
・ Development Economics Ⅱ
・ Economic Cooperation Studies
・ Finance and Development
・ Special Lecture on Economic Development
・ Seminar on Development Economics
・ Social Development
・ Regional Development
・ Natural Resource and Environmental Economics
・ Special Lecture on Development Policy
・ Seminar on Development Policy
・ Development Microeconomics Ⅰ
・ Development Microeconomics Ⅱ
・ Development Macroeconomics Ⅰ
・ Development Macroeconomics Ⅱ

・ Statistical Methods
・ Econometric Analysis
・ Special Lecture on Development Planning
・ Seminar on Development Planning
・ International Structural Adjustment Theory
・ International Monetary Theory
・ Seminar on International Structural Adjustment
・ Comparative Economic Development
・ Seminar on Comparative Economic Development
・ Regional Economics
・ Special Lecture on Regional Economics
・ Seminar on Regional Economics
・ Japanese Economic Development
・ Socio-Economic Development of Japan
・ Seminar on Japanese Economic Development

International
Law/Law and 
Development

・ International Cooperation Law
・ International Human Rights Law
・ Law of International Organizations
・ Multilateral Treaty Negotiation
・ International Environmental Law
・ Special Lecture on International Cooperation Law
・ International Economic Law
・ International Law in Diplomacy
・ Seminar on International Cooperation Law
・ Comparative Law
・ International Investment Law
・ Special Topics in International Cooperation Law

・ Seminar on Comparative Law
・ Human Rights Law and Development
・ Economic Law and Development
・ Social Law and Development
・ Asian Environmental Law
・ Human Rights of Women and Children
・ Legal Cooperation in Japan
・ Islamic Law and Society
・ Society and Culture in Development
・ Special Lecture on Institution Building
・ Seminar on Institution Building

Politics and 
Area Studies

・ Political Development
・ Comparative Politics
・ Comparative Public Administration
・ Research Methods in Political Science
・ Comparative Political Culture
・ Comparative Area Studies

・ Comparative and Quantitative Political Analysis
・ Special Lecture on Political and Social Development
・ Seminar on Political and Social Development
・ Comparative Democracy
・ Foreign Relations of Japan
・ Seminar on Contemporary Politics

・Internship　・International Field Work　・Careers in International Organizations

Doctoral Courses in English/Japanese

・ Advanced Research
・ Advanced Research Presentation
・ Workshop Ⅰ
・ Workshop Ⅱ
・ Internship
・ Advanced Overseas Research
・ International Organization Management
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Graduate School of Science, Technology and Innovation
The Graduate School of Science, Technology and Innovation 
is an interdisciplinary graduate school which was newly 
established in April 2016 in collaboration between the areas 
of natural sciences and social sciences in Kobe University.
The graduate school aspires to foster human resources 
with research and development capabilities of science 
and technology in interdisciplinary fields, as well as the 
entrepreneurship to design a process of commercialization.
Our curriculum is based on the organic collaboration 
between the areas of natural sciences and social 
sciences. The former (Bioproduction, Advanced Membrane 
Technology, Advanced Information and Communication 
Technology, and Advanced Medical Science) are positioned 
as the flagship research areas in Kobe University and the 
latter (Business Administration) have been recognized 
as the center of excellence in the area and achieving 
outstanding educational and research results. The outlines 
of these areas are as follows:

1. The Bioproduction Area aims to realize a petroleum-
free and recycling-based society by production 
of biofuel and bio-based chemical products using 
microbial functions.

2. The Advanced Membrane Technology Area aims at 
the realization of a resource-recycling society, via 
energy saving and generating process utilizing the 
membranes for water purification or gas permeation.

3. The Advanced Information and Communication 
Technology Area promotes the world's cutting-
edge research and development in the fields of 
computational science, information processing and 
communication devices, and applied IT technology 
by collaboration between HPC (high performance 
computation) and IoT (Internet of things).

4. The Advanced Medical Science Area promotes the 
creation of new medical treatments and diagnostic 
methods, utilizing KOBE Biomedical Innovation 
Cluster and development methods of innovative 
medical treatments such as iPS cells, computer 
simulation and basic technology of new vaccine 
manufacturing.

5. The Entrepreneurship, Strategy, Finance, and IP rights 
Area aims to educate human resources who can create 
competitive businesses in the global market based on 
the research seeds of various science and technology.

 Our curriculum includes many practical subjects. For 

科学技術イノベーション研究科
科学技術イノベーション研究科は、神戸大学の自然科学

分野と社会科学分野との連携により、2016年4月に新た

に設置された文理融合型の研究科です。

本研究科は、学際領域における先端科学技術の研究開発

能力とともに、研究成果の事業化プロセスをデザインでき

るアントレプレナーシップを兼ね備えた、理系人材を養成

することを目指しています。

本研究科では、神戸大学がフラッグシップ研究と位置付

ける４つの自然科学分野（バイオプロダクション、先端膜

工学、先端IT、先端医療学）における高度の先端科学技術

に関する教育と、高い実績を誇る社会科学教育とを有機的

に連携させた、文理融合によるカリキュラムを編成してい

ます。各分野の教育研究内容の概要は以下のとおりです。

・バイオプロダクション分野

微生物機能を利用して植物からバイオ燃料やバイオ

由来化成品の生産を行い、脱石油資源の循環型社会の

実現を目指します。

・先端膜工学分野

膜を用いて水浄化やガス分離を行うことで、省エ

ネ・創エネプロセスによる資源循環型社会の実現を目

指します。

・先端IT分野

HPC（スパコンを利用する高性能計算）とIoT（広

域ネットワーク化情報技術）の連携により、情報通信

デバイスとIT応用技術分野で世界最先端の研究開発

を推進します。

・先端医療学分野

iPS細胞やコンピュータシミュレーション、新規ワ

クチン製造基盤技術等の革新的医療開発手法と医療産

業特区の活用により、新規治療法及び診断法創出を総

合的に推進します。

・アントレプレナーシップ分野

自然科学分野のシーズを基にして、グローバルな視

点で競争力のある事業創造を行える理系人材の養成を

目指します。

なお、カリキュラムには、各学生がビジネスプランを実

際に作成する「科学技術アントレプレナーシップ・プロ

ジェクト研究」や、実務家教員がパイロットプラントを活

用しつつ現場教育を行う「産業技術実習」等、実践的な科

目も多く含まれています。

また、学生が自分の専門分野以外に視野を広げることが

できるよう、一般的な内容を中心とした「概論」を各自然

科学分野で開講しています。

こうしたカリキュラムを通じて、各自の研究分野におけ

る卓越した専門性及び他分野の基礎知識に基づく学際的視
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example, in “Project-Based Learning of Entrepreneurship 
in Science and Technology” every student actually draws 
up a business plan, and in “Industrial Technology Practice” 
professionals provide education utilizing various pilot plants.
Every area of natural sciences offers general “Introduction” 
in order to give students the opportunity to expand their 
scope.
Through our curriculum, students can acquire excellent 
expertise in their respective areas and an interdisciplinary 
perspective based on fundamental knowledge of other 
areas, as well as basic knowledge and practical method of 
social sciences, which are essential for enterprise creation. 

点を身につけるとともに、事業創造に不可欠な社会科学分

野の基礎知識と実践手法を修得することができます。

Address 1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501 Japan
Tel. +81(78) 803-5474
http://www.kobe-u.ac.jp

Master’s Program （two years）

Department Divisions Areas

Science, Technology and Innovation

Biotechnology and Environmental Technology ・ Bioproduction
・ Advanced Membrane Technology

Advanced Information and Communication 
Technology

・ Advanced Information and Communication 
Technology

Advanced Medical Science ・ Advanced Medical Science
Entrepreneurship, Strategy, Finance, and IP rights ・ Entrepreneurship, Strategy, Finance, and IP rights
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The Institute for Promotion of Higher 
Education (IPHE)
The Institute for Promotion of Higher Education (IPHE) 
is responsible for all academic programs both at 
undergraduate and graduate levels and has a remit to 
fullfill four university-wide educational goals, namely, the 
fostering of 1) humanity, 2) creativity, 3) internationality, 4) 
expertise and competence in major fields.

IPHE consists of the following four divisions:
• The Headquarters for Promotion of Higher Education
• College of Liberal Arts and Sciences(CLASS)
• The School of Languages and Communication (SOLAC)
• The Research Institute for Higher Education

The College of Liberal Arts and Sciences (CLASS), which 
consists of 21 educational facalty groups, is responsible 
for providing liberal arts and sciences courses, foreign 
language courses and so on for all undergraduate students.

The School of Languages and Communication (SOLAC) 
is primarily responsible for developing and delivering 
innovative curricula and methodologies to support the 
university's foreign language courses.

大学教育推進機構

大学教育推進機構は、学士課程及び博士課程の全ての教

育プログラムの企画・立案を業務としており、神戸大学の

教育憲章に掲げる1）人間性、2）創造性、3）国際性、4）

専門性の教育を目指した教育を実践しています。

大学教育推進機構には以下の4つの部門があります。

・大学教育推進本部

・国際教養教育院

・国際コミュニケーションセンター

・大学教育研究推進室

国際教養教育院は、21の教育部会によって構成され、

学士課程における教養教育や外国語教育等の担当に責任を

負っています。

国際コミュニケーションセンターは、外国語教育のカリ

キュラム整備など、外国語教育に関する研究・調査等を主

な業務としてます。
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URL 大学教育推進機構
The Institute for Promotion of Higher Education (IPHE)
http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/index.html

メッセージ Message

大学教育推進機構長　藤田誠一　理事
The Director of the Institute for Promotion of Higher Education 
Exective Vice President　FUJITA Seiichi

日本への留学を考えておられる皆さん、神戸大学は国際都市神戸にある110年を超

える歴史を持つ総合大学で、1902年に創立された神戸高等商業学校に起源を持って

います。神戸高等商業学校は、地球規模で活躍するビジネスマンや指導的立場にある

人材を数多く育成しました。

神戸大学の特色は、人文科学、社会科学、自然科学、生命科学の4つの分野のバラ

ンスにあります。社会科学の分野では、学会をリードするトップクラスの研究スタッフを持ち、幅広い分野の研究

が可能です。人文科学では、現代の日本・日本文化を世界に紹介するプログラムが提供されています。自然科学や

生命科学の分野では、神戸にある理化学研究所、スーパーコンピューター京、ポートアイランドに集積する企業と

の共同研究などを通じたバイオ、IT、医療・創薬などの最先端分野の研究が行われています。

神戸大学には、アジア諸国を中心に世界各国から約1200人の留学生が学んでいます。またアジア、ヨーロッパ

を中心に約300の海外の大学・研究機関と交流協定と、4つの海外事務所・連絡拠点を持っています。神戸は日本

有数の貿易港として発展した街で、昔から多くの外国人が住み、世界に開かれた自由な雰囲気を持つ街です。国際

都市神戸にある神戸大学は、日本で学ぼうと考えておられる皆さんに、理想的な研究環境を提供できます。

神戸大学で共に学び、世界に飛翔して下さい。

Kobe University is one of the oldest university with 11 schools and 15 graduate schools. Kobe Higher School of 
Commerce established in 1902 was the predecessor of Kobe University. That school has produced many talented 
persons especially in the field of global business. 

Kobe University has a variety of research fields. In the field of Social Sciences we have many research staffs 
who are acting as a leader of each research fields. In the field of Humanities we have unique teaching programs 
introducing Japan and Japanese cultures. In the field of Natural and Life Sciences we have many research projects 
(Biotechnology, IT, and Medical and drug discovery etc.) in collaborations with Research Institutions and companies 
accumulated in Port Island, an artificial island located on the Kobe port.

 More than 1200 students from all over the world, mainly from Asian countries are studying at Kobe University. 
We have concluded academic collaboration agreements with more than 300 universities and institutions, and four 
overseas offices and collaboration bases in Asian and European countries.

 Kobe is one of the oldest port city and many foreign people have lived and carried on their business. So Kobe is 
very open-minded and exotic city.

 Kobe University can provide you ideal research environments.
 Study with us and please endeavor globally.
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Center for International Education
Center for International Education is responsible for 
the overall international students’ needs. These include 
teaching the Japanese language and Japanese studies; 
advising on studying and living in Japan; internships, 
career advising and alumni networking. In addition, KISC 
is actively promoting international exchange programs 
with the local community, regional government agencies, 
local volunteer organizations, schools, companies, etc.

国際教育総合センター
国際教育総合センターは、外国人留学生のための日本語

日本文化・日本事情教育、修学・生活上のアドバイジング、

インターンシップ、就職支援、国内外の同窓会をはじめと

するネットワーク構築支援等を行っています。また、地方

自治体や地域の国際交流ボランティア団体、学校、企業な

ど地域との交流プログラムや日本語教育支援なども積極的

に推進しています。

国際教育総合センターか
ら 神 戸 市 街 を を 望 む ／
View of city of Kobe from 
Center for International 
Education
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URL 国際教育総合センター
Center for International Education
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/index.html

メッセージ Message

国際教育総合センター　河合成雄　教授
Center for International Education　Professor KAWAI Naruo

ようこそ神戸大学へ

日本で学ぶ意思があるならば、ぜひとも神戸で！

留学は、人生の中で大きなターニングポイントであると思います。いろいろと未知

の新しい経験を積みながら、時には苦しいことがあっても、新たな展望が開けてきて、

生まれ変わることすらあるでしょう。そういう留学の先に神戸を選んでみませんか。

東京のような大きい都市でもなく、田舎でもなく、また便利なところでありながら、海や山に囲まれた自然があっ

て、しかも歴史もあるという町で研究や勉強をしたいとは思いませんか。それならば留学先は神戸に決まったよう

なものです。神戸はかつて世界一の港でしたし、異国の人を受け入れ世界とつながりながら発展してきました。

神戸大学もまた神戸と同じくいろいろな特徴を兼ね備えたすばらしい大学です。私は国際教育総合センターで教

職員一同とともに皆様を待っています。国際教育総合センターは、日本語の勉強の機会を提供したり勉学や生活に

ついて相談にのったりするだけでなく、日本人との様々な交流へのゲートウェイともなっています。

皆様が神戸を選び、神戸で学び、最終的に、神戸が第二の故郷となることを願ってやみません。

Hello everyone!
Why not study or do your research in Kobe, if coming to Japan?
Studying abroad is a big turning point in your life. Having so many experiences, you will get new perspectives, you 

will even be born again. I will be more than happy to welcome those people who would like to take on such a major 
challenge in Kobe.

Well, we might say Kobe is one of the most ideal cities to live and study in Japan, in the sense that the city is not 
as big a city as Tokyo nor too rural. We live in a convenient area, but at the same time we can enjoy both the sea and 
the mountains. In addition Kobe was once the biggest port in the world, so it has developed through a multitude of 
oversea connections.

Kobe University is also open to the world, and covers all major disciplines. I and my staff are waiting for you at the 
Center for International Education of Kobe University. Center for International Education will be a gateway for you 
to meet Japanese people and see Japan as well as offering Japanese language courses, providing support for your 
daily life.

I very much look forward to seeing you and I really hope Kobe will be your second home.
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■Japanese Language / Studies Programs
Center for International Education offers the following 
three Japanese language courses. The eligible students 
are limited to those who have been permitted to enter 
Kobe University. Students who wish to enroll in one of 
these courses are required to take the placement test 
before  the term in which they wish to enroll.

Intensive Japanese Language Course
This is a 6-month intensive Japanese language training 
course mainly for Japanese government scholarship 
students who intend to carry out research at universities 
in the Hyogo region. This course is designed for students 
at the entry/beginners level who need to learn basic 
Japanese for everyday life in Japan and for carrying out 
their research activities. For students who already have a 
certain amount of knowledge of the Japanese language, 
the aim is to build on their existing knowledge and 
competence in order to become proficient enough in the 
language to effectively carry out their research. Exchange 
students and research students are able to enroll in this 
course when an opening is available.

Integrated Japanese Language Course
（for all international students）
This course is for all international students such as 
postgraduate, research, and exchange students enrolled 
at Kobe University. There are five levels from beginners 
through to advanced Japanese, for the four skills of 
listening, speaking, reading and writing. We also provide 
3 semi-intensive level classes for general Japanese, as 
well as separate specialized classes for social science 
and natural science students. Students are free to 
choose the courses that meet their needs （Staff and 
researchers attached to Kobe University may also take 
these courses）.

Japanese Language / Studies Course
（for undergraduate students）
This course is aimed at undergraduate students who wish to 
learn advanced level Japanese and Japanese studies. A range 
of classes has been set up for not only improving Japanese 
language proficiency for everyday life but also for acquiring 
knowledge, in Japanese, on Japan and it’s regional areas by 
looking at these issues from different perspectives. It is possible 
to gain credits for this course as a foreign language subject. 

■日本語教育プログラム
国際教育総合センターでは、下記の３つの日本語コース

を提供しています。これらのコースは神戸大学に入学を許

可された学生のみを対象としています。日本語コースの受

講を希望する学生は、事前にプレースメントテストを受け

レベル分けされます。

日本語予備教育コース
兵庫地区で研究する予定の日本政府（文部科学省）奨学

金留学生を主な対象とする6ヶ月の集中コースです。日本

語入門期の学生は、日本語で日常生活ができるようになる

ことと、専門研究に必要な日本語の基礎の学習が目標で

す。日本語をある程度学習した学生は、すでに持っている

知識や基礎をさらに伸ばし、専門教育に役立つ日本語能力

を得ることが目標です。定員に余裕がある場合、交換留学

生や研究生も受講できます。

総合日本語コース（全学向け日本語講座）
神戸大学に在籍する大学院生、研究生、交換留学生など

を対象とするコースです。初級レベルから上級まで５つの

レベルに分かれています。総合的に日本語を学ぶセミイン

テンシブクラスとして、初級Ⅰ、初級Ⅱ、中級Ⅰの３つの

クラスを開いています。また、「話す・書く」などの技能

別のクラスがあります。各技能ごとに初級のⅠから上級の

Ⅴまでのレベルに分かれています。このほかに、自然科学

系、社会科学系それぞれの内容別に、専門日本語クラスが

あります。学生は自分のレベルとニーズに合わせたクラス

を自由に選んで受講できます（本コースは、本学在籍の教

員や研究員等も受講可能です）。

日本語・日本事情コース（学部留学生向け日本語講座）
学部留学生を主な対象とする、上級レベルのコースで

す。内容は、日本語と日本事情です。大学生活で必要な日

本語能力だけでなく、日本や地域社会についても様々な視

点から知識を得られるコースです。本コースのシラバスは

神戸大学のウェブサイトで見られます。外国語科目とし

て、単位取得が可能です。
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はじめまして。神戸大学で日本語教育を担当しているリチャード・ハリソンです。
日本語の学習は難しいと言われますが、非常にやりがいがあります。国際教育総合

センターには充実した日本語の授業があります。
近年、留学生は多様化してきています。日本語の必要性も人によって様々です。初

めて日本語を勉強する人、大学院受験のために日本語能力を高めたい人、研究をしな
がら読解や作文の力を高めたい人、周囲の人との交流のため会話の練習をしたい人など。当センターにはさまざま
なレベルのコースや技能別・目的別の授業が用意されていますので、留学生はそれぞれの目的や状況に合ったもの
を選択して受講することができます。日本語の学習で困った時には私たち教員にいつでも相談することができます。

また、当センターでは、留学生が日本人学生や地域の人々と交流できるイベントや授業もいろいろ開催していま
すので、それらを利用して友達を作ることもできます。

美しい神戸の街と海を見下ろす国際教育総合センターで、ぜひいっしょに勉強しましょう。

Hello, my name is Richard Harrison and I am in overall charge of the 
Japanese Language program here at Kobe University.

Learning Japanese language and culture is a challenging task, but 
at the same time extremely rewarding.  We have a comprehensive and 
integrate Japanese language course waiting for you here at Kobe, that 
will satisfy all your requirements for learning Japanese in a comfortable 
and enjoyable atmosphere.

Recently, we have seen a rapid growth in the diversity of student needs 
for learning Japanese, including students who require basic language 
training, those who want to improve their Japanese competence for taking postgraduate entrance examinations, 
those who want to improve their reading and writing skills for their research and students who want to improve their 
communication skills for use in daily life. You are able to choose the courses that best fit your needs and goals, and 
we are always available to help advise you on what courses to take. 

We also hold many events that you can join to meet Kobe students on campus as well as people from the local 
surrounding community, to make many lasting friendships. 

Please come and join us in Center for International Education, with it's wonderful view overlooking the City of Kobe 
and the surrounding bay area.

メッセージ Message

ハリソン リチャード　教授
Professor HARRISON Richard
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行事予定　Calendar of Events

4 月／ April

前期・第 1 クォーター開始／ Commencement of first quarter

オリエンテーション／ Orientation for new international students

海外留学フェア／ Study Abroad Fair

グローバルキャリアセミナー／ Global Career Seminar

5 月／ May 日本文化体験旅行／ Field trip

6 月／ June

KISC week ／ KISC week

前期・第 2 クォーター開始／ Commencement of second quarter

海外留学フェア／ Study Abroad Fair

7 月／ July 夏期日本語日本文化研修プログラム／ Summer Program in Japanese Language & Culture

8 月／ Augusut 夏休み／ Summer vacation

9 月／ September 予備教育・日本語・日本文化研修留学生修了式／ Closing ceremony（Intensive Japanese 
language course, 1 year Japanese Studies Program）

10 月／ October

後期・第 3 クォーター開始／ Commencement of third quarter

オリエンテーション／ Orientation for new international students

海外留学フェア／ Study Abroad Fair

ホームカミングデイ／ Homecoming Day

11 月／ November

12 月末～1月上旬／ Late 
December-Early January

日本文化体験旅行／ Field trip

後期・第 4 クォーター開始／ Commencement of forth quarter

冬休み／ Winter vacation

1 月／ January

2 月／ February

コロッキアム（研究討論）／ Colloquium

スキー旅行／ Ski tour

海外留学フェア／ Study Abroad Fair

3 月／ March
予備教育修了式／ Closing ceremony（Intensive Japanese language course）

留学生送別会／ Farewell party

3 月下旬／ Late March

■国際教育総合センターカレンダー
Center for International Education Calendar
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■日本語教育プログラム　アカデミック カレンダー
Academic Calendar for Japanese Language / Studies Programs

URL 国際教育総合センター
Center for International Education
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/index.html

日本語予備教育コース／ Intensive Japanese Language Course

前　期／ Spring Classes: early April – early August

夏休み／ Summer Vacation: August – end September

修了式／ Graduation Ceremony: early September

後　期／ Fall Classes: October – mid February

冬休み／ Winter Vacation: end December – early January

修了式／ Graduation Ceremony: early March

総合日本語コース／ Integrated Japanese Language Course 

第 1 クォーター／ first quarter early April – mid June

第 2 クォーター／ second quarter mid June – mid August

第 3 クォーター／ third quarter October – early December

第 4 クォーター／ forth quarter early December – mid February

冬休み／ Winter Vacation: end December – early January

日本語・日本事情コース／ Japanese Language / Studies Course 

第 1 クォーター／ first quarter early April – mid June

第 2 クォーター／ second quarter mid June – mid August

第 3 クォーター／ third quarter October – early December

第 4 クォーター／ forth quarter early December – mid February

冬休み／ Winter Vacation: end December – early January

Students who wish to enroll in one of these Japanese 
courses are required to take the placement test before 
the term in which they wish to enroll.

日本語教育プログラムを受講するためには、事前にプ

レースメントテストを受ける必要があります。
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■Center for International Education Events
New International Student Orientation
In April and October International Student Center provides 
orientation sessions for all new international students to 
explain our Japanese language programs, scholarships, 
visas, advising/counseling, accommodation, health 
insurance, disaster prevention, road safety as well as 
introduction of our libraries and Medical Center for Student 
Health. Welcome party follows after this orientation, which 
is a good opportunity for international students to get to 
know each other across faculties.

Bazaar for New International Students
“Truss”, the student volunteer organization supporting 
international students’ daily life at Kobe University, holds 
a bazaar for new international students at the beginning 
of every semester.  This is held at Center for International 
Education.  Products at the bazaar are provided by the 
people in the communities and the university faculty and 
staff members. 

■国際教育総合センターイベント
新入留学生オリエンテーション

4月と10月の年2回、新しく入学してきた全学の留学

生を対象として、オリエンテーションを実施しています。

オリエンテーションでは、日本語教育プログラム、奨学

金、ビザ、留学生相談、宿舎、保険、防災、交通ルールな

どに関する説明や、図書館、保健管理センターの案内も

行っています。オリエンテーションに引き続き、歓迎パー

ティーが開催され、全学の留学生や留学生のサポートをす

るチューターと出会えます。

新入留学生のためのバザー
4月と10月の年2回、新入留学生のために、留学生支

援ボランティア活動を行う学生団体「Truss」がバザー

（Bazzar）を開催しています。バザーは国際教育総合セン

ターで開催します。バザーの物品は、大学近隣のコミュニ

ティや大学教職員から提供されています。
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Field Trips／ Ski Tour
Center for International Education hosts various field trips 
for international students throughout the year with an aim 
to help them experience the various Japanese cultures. 
In spring and autumn, students can try their hands at 
pottery making in Tamba and experience the Japanese 
hot springs in Arima. In February, students can go on a 
five-day ski trip to Nagano by bus.  

日本文化体験旅行／スキー旅行
国際教育総合センターでは様々な日本文化体験旅行を主

催しています。春と秋には、丹波へ陶器作りの体験や有馬

温泉などへ行きます。２月には長野県へのスキー旅行（5

日間）に参加できます。

URL 国際教育総合センター
Center for International Education
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/index.html
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■Student Advising & Counseling
Advisors at Center for International Education hold 
consultation hours for international students. Enquiries 
vary from study related issues through to mental health, 
financial, accommodation, family and health issues. 
Center for International Education liaises with International 
Student Advisor at every Faculty to ensure an optimum 
study environment for students so that they may gain a 
fruitful experience at Kobe University.

■Overseas Networking
Kobe University is committed to maintaining links with 
graduates under our motto of “Stay In-touch with Kobe 
University after Graduation!” The aim is to create a global 
alumni network without borders. As of March 2015, the 
network consists of the following 12 alumni Associations: 
Korea, Taiwan, China, Vietnam, Indonesia, Thailand, 
Singapore,  Malaysia, Europe, Myanmar, Laos and 
Mongolia.

■留学生相談
留学生の日常の勉強や生活における相談を受け、問題解

決に至る助言を行っています。相談内容は、修学に関する

問題をはじめ、心理的な問題、奨学金、宿舎、家族、医療

など多岐にわたっています。国際教育総合センターでは、

各学部の留学生担当者との協力と連携のもとに留学生の受

け入れ環境の整備に努力し、留学生がより充実した生活を

送れるように配慮しています。

　

■海外ネットワークづくり
「卒業後も、ずっと神戸大学と一緒！」を標語に留学生

のフォローアップはもちろん、大学の財産として卒業・修

了後もその絆を大切にしていきたいと願っています。その

ために国と地域を越えた海外ネットワークづくりを目指し

ます。2015年3月現在、世界で12の同窓会（韓国、台湾、

中国、ベトナム、インドネシア、タイ、シンガポール、マ

レーシア、欧州、ミャンマー、ラオス、モンゴル）が活動

しています。

メッセージ Message

留学生アドバイザー　河合成雄　教授
International Student Advisor　Professor KAWAI Naruo

みなさん、こんにちは。
神戸は国際的な町で外国の人も住みよいところとは言われていますが、大学の授業

や研究が始まると、日本人の友達がなかなかできなかったり、日本語力ものびないよ
うに感じたり、「たいへんだな」と思うかもしれません。そんなときは、どうぞ、お
気軽に相談室に立ち寄ってみてください。国際教育総合センターでは、みなさんが気

分よく研究や勉強ができるように様々な相談を受けています。またときには、悩み相談ばかりでなく、いいこと、
楽しいことを報告しに来てくれてもいいですよ。

　Hello Everyone. 
　Kobe is often called an ‘International City’ which is very livable for foreign people, but I think it is probably quite 
difficult to make Japanese friends and to feel that your Japanese is improving once your classes and research 
projects start at the university and you are very busy. If you have these kinds of feelings please feel free to drop by 
to our consulting room at any time. We are always open to any consultations about ways in which to make both your 
research and studies as enjoyable as possible. Of course, you don’t only have to come when you have a problem, we 
are more than welcome to visits from students with positive and happy stories of their lives on and off campus!
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■ International Student Homecoming Day
Center for International Education have held Homecoming 
Days since 2002 as an event where graduates and current 
students can come together in the spirit of “People, 
Knowledge and Flowback”. The aim is to strengthen ties 
between the university and international students and 
the expansion of the International Student Center Alumni 
Network.

■Global Career Seminar
International Student Center is carrying out various career 
advising programs for international students. Career 
advising and company presentation seminars are held 
to help Kobe University graduates find careers both in 
Japan and abroad.  Please take a look at page 139 for 
recruitment data of international graduate students and 
the message from our alumni.

■留学生ホームカミングデイ
「人・知・還流」を理念に、卒業・修了生はもちろん在

学留学生、大学関係者が一堂に集う行事として2002年か

ら毎年秋に行われています。国際教育総合センターが取り

組んでいる留学生ネットワーク構築の拡大強化と、留学生

と大学との絆を深める目的で開催されます。

■グローバルキャリアセミナー
留学生の教育支援の一環として、キャリア教育の強化と

国際的人材の育成を目的に就職支援事業を行っています。

神戸大学で学んだ優秀な留学生が卒業・修了後に、日本国

内や世界で活躍できるよう、就職セミナーや企業説明会を

毎年行っています。神戸大学を卒業した留学生の就職状況

や卒業留学生からのインタビュー・メッセージは139ペー

ジをご覧ください。

URL 国際教育総合センター
Center for International Education
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/index.html
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On-Campus Facilities
■Kobe University Libraries
Kobe University Library consists of a General Library and 
9 branch libraries.
There are about 3.7 million bibliographical materials and 
approximately 25,000 titles of electronic journals in the 
collection. The libraries also receive about 9,000 different 
magazines and approximately 40,000 books annually.
Kobe University students are entitled to use all the 
libraries.

学内共同利用施設
■神戸大学附属図書館

神戸大学には総合図書館のほかに下記の各学部・研究科

に対応した9つの図書館があります。約370万冊の図書を

所蔵し、約9,000種類の雑誌と年間約4万冊の図書を受け

入れており、加えて約25,000タイトルの電子ジャーナル

が利用可能です。神戸大学の学生はこれら全ての図書館を

利用できます。

図書館／ Libraries 主なサポート対象学部・研究科／ Primarily to support the following

総合・国際文化学図書館
General Library, Library for
Intercultural Studies

国際文化学部／研究科
Faculty/Graduate School of Intercultural Studies

社会科学系図書館
Library for Social Sciences

経済学部／研究科、経営学部／研究科、法学部／研究科、国際協力研究科
Faculty/Graduate School of Economics, Faculty/Graduate School of Business 
Administration, Faculty/Graduate School of Law, Graduate School of International 
Cooperation Studies

自然科学系図書館
Library for Science and
Technology

理学部／研究科、工学部／研究科、農学部／研究科、システム情報学研究科、科学技
術イノベーション研究科
Faculty/Graduate School of Science, Faculty/Graduate School of Engineering, Faculty 
of Agriculture, Graduate School of Agricultural Sciences, Graduate School of System 
Informatics, Graduate School of Science, Technology and Innovation

人文科学図書館
Library for Humanities

文学部、人文学研究科
Faculty of Letters, Graduate School of Humanities

人間科学図書館
Library for Human Development Sciences

発達科学部、人間発達環境学研究科
Faculty of Human Development, Graduate School of Human Development and Environment

経済経営研究所図書館
Library for RIEB

経済経営研究所
Research Institute for Economics and Business Administration

医学分館
Library for Medical Sciences

医学部医学科、医学研究科
School of Medicine, Graduate School of Medicine

保健科学図書室
Library for Health Science

医学部保健学科、保健学研究科
School of Medicine, Graduate School of Health Sciences

海事科学分館
Library for Maritime Sciences

海事科学部／研究科
Faculty/Graduate School of Maritime Sciences

URL 神戸大学附属図書館
Kobe University Libraries
http://lib.kobe-u.ac.jp/www/（日本語）
http://lib.kobe-u.ac.jp/www/modules/eng/（English）
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■Information Science and Technology Center
Information Science and Technology Center operates a 
computer system for education and research,Campus 
Network and so on.
There are about 1,300 iMac computers in various 
locations including the center’s branch office, classrooms 
in the Rokkodai, Myodani, and Fukae campuses, and all 
libraries. These are available for all students to use.
Students may use them to read their e-mails, personal 
files, do research for and to write their research papers.
If you wish to use the Internet on campus, configure your 
laptop’s network setting through one of the wireless LAN 
access points on campus.

■Medical Center for Student Health
Medical Center for Student Health is open to students for 
a medical examination, first aid, consultation of problems 
related to both physical and mental health for students. 
In case of emergency, students can use the emergency 
push button phone lines on campus to call the Medical 
Center for Student Health, 119（ambulance）, academic 
affairs section and the guard’s room.

Medical Examination
Medical Center for Student Health conducts medical 
examinations once a year with an aim to protect the health 
of all students and staff through early detection/early cure. 
If irregularity is found, the center offers re-examination/
detailed examination as well as writes referrals to 
hospitals and clinics. 

■情報基盤センター
情報基盤センターでは、教育と研究、学内ネットワーク

などのコンピュータシステムを管理しています。

センター分館や六甲台、名谷、深江キャンパスの教室と

各図書館に約1,300台のiMacコンピュータを備え付け、

すべての学生に開放しています。多くの学生が、電子メー

ルや個人用ファイルを利用し、研究やレポート作成に取り

組んでいます。

また、キャンパス内には無線アクセスポイントを設置し

ているので、無線LAN接続により大学のネットワークに

接続することができます。

■保健管理センター
神戸大学には留学生をはじめとする学生の健康診断や、

日常の健康相談（「からだの健康相談」、「こころの健康相

談」）など、心身の健康に関する専門的業務を行う保健管

理センターがあります。学内には緊急用電話も設置され

ていて、ワンプッシュで保健管理センターや消防救急隊

（119番）、担当事務室、守衛室へ連絡できるようになって

います。

健康診断
保健管理センターでは、一人ひとりの健康と、大学に集う

全ての人達の健康を守るために、早期発見・早期治療をめ

ざして、法律に基づいた健康診断を入学時とその後毎年１

回行っています。異常が発見された場合には再検査や精密

検査、病院や医院への紹介も行っています。

URL 情報基盤センター
Information Science and Technology Center
http://www.istc.kobe-u.ac.jp/
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Physical Health Consultation
Students can receive first-aid treatment when injured and 
consult doctors who specialize in Internal Medicine when 
they feel under the weather.

Mental Health Consultation
Students can talk to counselors and psychiatrists about 
various worries they may have at the center.

Note : Moreover, in the counseling room within Center for International 

Education, fulltime teaching staff will listen and give advice to 

international students regarding problems arising in their study at Kobe 

University and daily life in Japan. Most departments at Kobe University 

also have special staff to conduct international student counseling. 

からだの健康相談
体の調子がすぐれない時や怪我をした時など、内科の医師

と相談したり、応急処置を受けることができます。

こころの健康相談
あらゆる心の悩みや心配ごとについて、カウンセラーや精

神神経科医と相談することができます。

※また、国際教育総合センターの留学生のための相談窓口では、修学上

や生活上の問題について専任教員が個別指導を行っています。ほとんど

の学部・研究科に留学生相談窓口があり、留学生専門教育教員が相談に

あたっています。

URL 保健管理センター
Medical Center for Student Health
http://www.health.kobe-u.ac.jp/
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入学を希望する方へ／ Prospective Students

Prospective Degree-Seeking Students
Eligibility/Selection Method
(Entrance Examination for International Students)
In order to enter Degree programs, students have to take 
and pass the entrance examinations and an interview 
conducted by Kobe University. Following are the general 
information on eligibility, selection method, and admission 
information for each Faculty/Graduate School.

Eligibility
■Applicants must be foreign nationals who do not 

hold Japanese nationality and have successfully 
completed 12 years of school education or the 
equivalent. Those who are expected to graduate 
by March 31 of the year they are entering are also 
eligible.

■Those who have taken “Examinations for Japanese 
University for International Students（EJU）” and 
the examinations conducted by each Faculty, and 
earned sufficient scores required by the Faculty.

Note: For detailed information on each Faculty’s eligibility, selection 

method, application period and examination date, please refer 

to the following website.

http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/

admission04/nsyoukou/110_selection_is2016.pdf

（Japanese only）

Note: Since most undergraduate classes are taught in Japanese, 

advanced level of Japanese language skill is required in order 

to be enrolled as undergraduate students. Many degree-seeking 

international undergraduate students first study Japanese courses 

at private language schools before entering Kobe University.

Selection Method
“Entrance Examination for Privately-financed 
International Students” is conducted by each Faculty.  
Students are selected based on the combination of 
faculty examinations, interview, the test results of 
EJU, and academic records.  Examination subjects 
vary according to each Faculty.  Please refer to page 
69, “Admission Information of Faculties/ Graduate 
Schools” for respective information.

学位取得を目的とした留学
入学資格・選抜方法（外国人特別入試）

正規課程（学位取得が目的）に入学をするには、神戸大

学が実施する入学試験、面接試験を受験し、合格しなけれ

ばいけません。入学資格、入学試験方法、各学部・研究科

の入学試験情報は下記のとおりです。

入学資格
■日本の国籍を有しない者で、かつ、外国において

12年の学校教育を修了した者あるいは入学する年
の3月31日までに修了見込みの者。

■日本留学試験および各学部が行う試験を受験し、そ
れぞれの得点が学部の指定する点数以上である者。

　
※入学資格は学部によって異なります。各学部の出願要件、入学試験

方法、出願期間、試験日等は、下記ウェブサイト「私費外国人（留）

学生特別入試」　でご確認ください。

http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/

admission04/nsyoukou/110_selection_is2016.pdf

※学部レベルの授業はほとんどが日本語で行われているため、入学に

は相当高い日本語能力が必要です。学部生として入学しようとする

留学生は、まず日本語学校等で日本語を学んでから神戸大学へ入学

する人が多いようです。

入学試験方法
「私費外国人（留）学生特別入試」は全学部で実施さ
れます。入学者の選抜は、学力試験、面接、日本留学
試験等の成績および調査書または学業成績証明書等を
総合して選抜します。試験科目等については学部によ
り異なりますので「各学部・研究科　入学試験情報」

（69ページ）をご覧ください。

学部生／ Undergraduate Students
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Eligibility
■Applicants must be foreign nationals who do not hold 

Japanese nationality and have successfully completed 
16 years（for Master’s）or 18 years（for Doctor’s）
of school education or the equivalent. Those who are 
expected to graduate by March 31 of the year they 
are entering are also eligible.

Note: For detailed information on each Graduate School’s eligibility 

requirements, please refer to each School’s website.

Selection Method
Students are selected by academic records and the 
result of the paper based and oral examinations 
conducted by each Graduate School. The types of 
examinations vary according to each Graduate School. 
Please refer to page 69 , “Admission Information of 
Faculties/ Graduate Schools” for respective information.
Note: Many international students choose to enter Kobe University as 

a Research Student（non-degree seeking student）first, and 

conduct research while improving their Japanese language 

ability for about 1 year, and then move on to a degree-seeking 

program after passing the entrance examination. Please refer 

to page 104, “Non-degree seeking students” for information 

about research students.

1. Obtain Application Information and Application Forms
 When to request 
Application information is available on the 
Faculty’s website and also on the website of 
Japan Study Support (http://www.jpss.jp/en/). 
However in order to apply, applicants have to 
obtain the original application forms. Each Faculty 
distributes application forms at certain period 
usually once a year.

 Where and How to request
Applicants can obtain application forms either 
by visiting the office of each Faculty directly or 
requesting by post. When requesting by post, 
be sure to enclose a return envelop with the 
necessary stamp attached to the Student Affairs 
Section of respective Faculty. 

Note: The return envelop should be a size that can enclose an A4-

size（Legal size）without folding the forms.

Note: Please attach the necessary amount of stamp to the return 

envelop. 

入学資格
■日本の国籍を有しない者で、かつ、外国において、

16年（修士課程）または18年（博士課程）の学校
教育を修了した者あるいは入学する年の3月31日
までに修了見込みの者。

※入学資格は研究科によって若干異なります。各研究科のウェブサイ

ト等でご確認ください。

入学試験方法
各研究科が実施する学力検査（筆答試験、口頭試問）、
成績証明書を総合して選抜します。試験等については
研究科により異なりますので「各学部・研究科　入学
試験情報」（69ページ）をご覧ください。

※留学生の多くは、まず、研究生（学位取得を目的としない学生）と

して神戸大学へ入学し、1年間程度、専門分野の研究および日本語

を学んだ後、入学試験を受験し大学院生として研究科へ進学しま

す。詳しくは「研究生」（104ページ）をご覧ください。

1.募集要項・願書を入手する
a 入手時期

募 集 情 報 は 各 学 部 の ウ ェ ブ サ イ ト や、Japan 
Study Support（http://www.jpss.jp/）から入手可
能ですが、出願するためには願書を取り寄せる必
要があります。各学部は、通常年1回決まった時
期に募集要項・願書を配布します。

b 入手先・入手方法
直接、希望学部に来学して願書を受け取るか、ま
たは郵送で請求します。郵送で取り寄せる場合、
希望学部教務学生係宛て、必要な切手を貼付した
返信用封筒を送付し、願書を請求してください。

※募集要項・願書を折り曲げないで封入するために、返信用封筒は

A4サイズ（Legal Size）を利用してください。日本では「角形2号:

幅24cm×長さ33.2cm」の封筒を利用してください。

※返信用封筒には送付に必要な金額の切手を貼付してください。

大学院生／ Graduate Students

学部の受験／ How to Apply for Admission to Undergraduate Programs

出願手順　How to Apply
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For detailed information, please check the website of the 

relevant Faculty.

2. Apply
 When to apply 
The application period is in late January.

 Where and How to apply
Send the Student Affairs Section of respective 
Faculty the necessary application materials by 
post. Must reach by the deadline, late arrival 
would not be considered for admission.

3. Take the Examination
All examinations are conducted in late February 
at Kobe University. Applicants should make 
arrangement to come to Kobe at this time.

Note: Applicants must take the designated subjects of 

EJU（Examination for Japanese University Admission for 

International Students）prior to taking the Kobe University 

entrance examinations. For required subjects, please refer to 

the “Admission Information of Each Faculty/Graduate School” 

section.

About EJU: http://www.jasso.go.jp/eju/index_e.html

※詳細は各学部のウェブサイトで確認するか直接お問合せください。

2.出願
a 出願時期

出願時期は1月下旬です。

b 出願先・出願方法
出願期日までに、希望学部教務学生係宛て必要な
出願書類を送付してください。出願期日を過ぎた
ものは受け付けられません。

3.受験
全ての入学試験を2月末に神戸大学で行いますので、
神戸大学へ来学し受験してください。

※神戸大学の入学試験を受験する前に、各学部が要求する日本留学試

験（EJU）の科目を受験しなければなりません。受験科目について

は、「各学部・研究科入学試験情報」をご覧ください。

EJUについて：http://www.jasso.go.jp/eju/index.html

4. Acceptance
 How to Find Out the Result

In early March, applicants will receive an admission notice 

and other information by post if they passed the examination. 

Applicants who failed the examination will not receive the 

notice. 

 If accepted, applicants must make the payment of admission 

fee by bank transfer, and submit the necessary documents.  

4.入学許可
a 合否結果通知

合格した場合のみ、3月上旬に合格通知や「入学
試験合格者へのお知らせ」等の書類が郵送されま
す。不合格の場合は、通知はしません。

b 合格した場合、指定された期日までに入学料を振
り込み、必要書類を提出します。
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5. Prepare for Coming to Japan
 Prepare Passport and Visa（when applicants 

reside overseas） 
In order to enter Japan, international students 
must have a passport and a “College Student 
Visa”. Please refer to the “visa support” section on 
page 132 for details on how to apply for the visa.

 Secure Accommodation
There are University housings and other 
accommodation that students can apply for 
through the university, but these rooms are 
limited. Please use the “Kobe University Student 
Apartment Search System” to look for private 
apartment. This system has been established with 
Nasic （National Student Information Center) for 
Kobe University international students. Students 
can also use this search system to reserve an 
apartment from overseas. It is available in 4 
languages (Japanese, English, Chinese, and 
Korean) and will also support students with lease 
agreement. For more information please refer to 
the “Private Housing” section on page 124.

Students can also search apartment through Kobe 
University Co-op Service Center after arrival in 
Kobe.
http://www.kucoop.jp/travel/room.html

 Reserve an airplane ticket and purchase a 
traveler’s insurance. （Recommended but 
optional）（when applicants resides overseas）

6. After Arriving in Japan
 Come to Kobe University during the designated 

period to complete the necessary entrance 
procedures.

 Participate in New Student Orientation
 Classes begin
 Make payment of Tuition fees

5.日本への渡航準備
a パスポート・留学ビザの取得（海外在住の場合）

留学生として日本に入国するためには、パスポー
トを取得後、「留学ビザ」を申請取得する必要があ
ります。申請方法については132ページをご覧く
ださい。

b 住居を探す
神戸大学には大学寮や大学を通して申請する宿舎
がありますが、部屋数に限りがあるため入居が困
難な状況が続いています。神戸大学近辺の民間住
宅を探す場合は、「神戸大学留学生下宿検索システ
ム」を活用してください。このシステムは神戸大
学の留学生向けに株式会社学生情報センターが運
営する賃貸住宅情報検索システムです。このシス
テムを使い海外から民間のアパートを検索し、来
日前にアパートの仮予約をすることもできます。
また、4ヶ国語（日本語・英語・中国語・韓国語）
対応で、契約手続きまでサポートを受けられます。
詳しくは124ページの「宿舎について」をご覧く
ださい。

この他にも、来日後、神戸大学生活共同組合サービス
センターを利用し民間のアパート等を探すことができ
ます。http://www.kucoop.jp/travel/room.html

c 飛行機の予約、海外旅行保険へ加入（任意）（海外
在住の場合）

6.来日後
a 定められた入学手続き期間に神戸大学へ来学し、

必要手続きを完了し、入学が確定します。
 
b 新入生オリエンテーションに参加
c 授業開始
d 授業料納付
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1. Find your future supervisor
Graduate Schools either do or do not require students 
to find the academic supervisor prior to applying for 
Graduate School, but it is always better to decide the 
faculty member by whom you wish to be supervised, 
considering your own research topic.  Check the 
information about the faculty members at Master’s 
Programs and Doctoral Programs and contact the 
faculty member directly.

How to find the future academic supervisor?
 Make use of our Directory of Researchers in Kobe 
University.
http://kuid.ofc.kobe-u.ac.jp/InfoSearch/

 When contact information is not available on the 
website of Graduate School, contact the Student 
Affairs Section of relevant Graduate School.

1. 指導教員を見つける
研究科に出願する前に、自分の研究分野について研究
指導をしてもらえる指導教員を、事前に探しておいた
方が良いでしょう。博士前期課程、博士後期課程の教
員情報を確認し、教員に直接連絡をとりましょう。

指導教員の見つけ方
a 「神戸大学研究者紹介システム」を活用してください。

http://kuid.ofc.kobe-u.ac.jp/InfoSearch/

b 神戸大学の各研究科ウェブサイトで教員の連絡先
が見つからない場合は、入学を希望する研究科の
教務学生係へお問合せください。

修士・博士課程の受験／ How to Apply for Admission to Master’s/Doctoral Programs

2. Obtain Application Information and Application Forms
 When to request 
Application information is usually available on the 
Graduate School website and also on the website 
of Japan Study Support（http://www.jpss.jp/
en/).  However in order to apply, applicants have 
to obtain the original application forms.  Each 
Graduate School distributes application forms at 
certain period usually once a year or twice a year.

 Where and How to request
Applicants can obtain application forms either by 
visiting the office of each Graduate School directly 
or requesting by post. When requesting by post, 
be sure to enclose a return envelop with the 
necessary stamp attached to the Student Affairs 
Section of respective Graduate School.

Note: The return envelop should be a size that can enclose an A4-

2.募集要項・願書を入手する
a 入手時期

募集情報は各研究科のウェブサイトや、Japan 
Study Support（http://www.jpss.jp/）から入手可
能ですが、出願するためには願書を取り寄せる必
要があります。各研究科は、通常年1～2回決まっ
た時期に募集要項・願書を配布します。

b 入手先・入手方法
直接、希望研究科に来学して願書を受け取るか、
または郵送で請求します。郵送で取り寄せる場合、
希望研究科教務学生係宛て、必要な切手を貼付し
た返信用封筒を送付し、願書を請求してください。
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size （Legal size） without folding the forms.

Note: Please attach the necessary amount of stamp to the return 

envelop. 

Note: For detailed information, please check the website of the 

relevant Graduate School. 

3. Apply
 When to apply
Each Graduate School has certain application 
period usually once a year or twice a year.

 Where and How to apply
Send the Student Affairs Section of respective 
Graduate School the necessary application 
materials by post. Must reach by the deadline, late 
arrival would not be considered for admission.

Note: Students who have different educational background than that 

of shown on page 63 need to be pre-assessed before application.  

Please inquire Student Affairs Section of respective Graduate School 

for detailed information. 

4. Take the Examination
Each Graduate School has its own examination 
schedule.  All examinations are conducted at Kobe 
University.  Applicants should make arrangement to 
come to Kobe at this time.

Note: Graduate School of International Cooperation Studies (Doctoral 

Program) accepts students through Document Screening (and 

Oral Exam) only and does not require examinations.

5. Acceptance
 Result of admission 
Applicants will receive an admission notice 
and other information by post if they passed 
the examination. Applicants who failed the 
examination will not receive the notice. 

 If accepted, applicants must make the payment 
of admission fee by bank transfer, and submit the 
necessary documents.

※募集要項・願書を折り曲げないで封入するために、返信用封筒は

A4サイズ（Legal  Size）を利用してください。日本では「角形2号:

幅24cm×長さ33.2cm」の封筒を利用してください。

※返信用封筒には送付に必要な金額の切手を貼付してください。

※詳細は各研究科のウェブサイトで確認するか直接お問合せくださ

い。

3.出願
a 出願時期

各研究科は年1～2回、出願期間を設けています。

b 出願先・出願方法
出願期日までに、研究科教務学生係宛て必要な出
願書類を送付してください。出願期日を過ぎたも
のは受け付けられません。

出願資格事前審査
63ページの入学資格以外の修学歴を持つ者は、出
願資格の条件を満たしているか否かを出願前に審
査を受ける必要があります。詳しくは各研究科教
務学生係にお問合せください。

4.受験
各研究科が試験日を設けています。全ての入学試験
を神戸大学で行いますので、神戸大学へ来学し受験
してください。

※国際協力研究科（博士後期課程）は書類審査（及び口述試験）で合

否を判定するため、入学試験がありません。

5.入学許可
a 合否結果通知

合格した場合のみ、合格通知や「入学試験合格者
へのお知らせ」等の書類が郵送されます。不合格
の場合は、通知はしません。

b 合格した場合、指定された期日までに入学料を振
り込み、必要書類を提出します。
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6. Prepare for Coming to Japan
 Prepare Passport and Visa（when applicants 
reside overseas）
In order to enter Japan, international students 
must have a passport and a “College Student 
Visa”. Please refer to the “visa support” section on 
page 132 for details on how to apply for the visa.

 Secure Accommodation
There are University housings and other 
accommodation that students can apply for 
through the university, but these rooms are 
limited. Please use the “Kobe University Student 
Apartment Search System” to look for private 
apartment. This system has been established with 
Nasic（National Student Information Center) for 
Kobe University international students. Students 
can also use this search system to reserve an 
apartment from overseas. It is available in 4 
languages（Japanese, English, Chinese, and 
Korean）and will also support students with lease 
agreement. For more information please refer to 
the “Private Housing” section on page 124.

Students can also search apartment through Kobe 
University Co-op Service Center after arrival in Kobe.
http://www.kucoop.jp/travel/room.html

 Reserve an airplane ticket and purchase a traveler’s 
insurance.（Recommended but optional)(when 
applicants resides overseas）

7. After Arriving in Japan
 Come to Kobe University during the designated 
period to complete the necessary entrance 
procedures.

 Participate in New Student Orientation
 Classes begin
 Make payment of Tuition fees

6.日本への渡航準備
a パスポート・留学ビザの取得（海外在住の場合）

留学生として日本に入国するためには、パスポー
トを取得後、「留学ビザ」を申請取得する必要があ
ります。申請方法については132ページをご覧く
ださい。

b 住居を探す
神戸大学には大学寮や大学を通して申請する宿舎
がありますが、部屋数に限りがあるため入居が困
難な状況が続いています。神戸大学近辺の民間住
宅を探す場合は、「神戸大学留学生下宿検索システ
ム」を活用してください。このシステムは神戸大
学の留学生向けに株式会社学生情報センターが運
営する賃貸住宅情報検索システムです。このシス
テムを使い海外から民間のアパートを検索し、来
日前にアパートの仮予約をすることもできます。
また、4ヶ国語（日本語・英語・中国語・韓国語）
対応で、契約手続きまでサポートを受けられます。
詳しくは124ページの「宿舎について」をご覧く
ださい。

この他にも、来日後、神戸大学生活共同組合サービス
センターを利用し民間のアパート等を探すことができ
ます。http://www.kucoop.jp/travel/room.html

c 飛行機の予約、海外旅行保険へ加入（任意）（海外
在住の場合）

7.来日後
a 定められた入学手続き期間に神戸大学へ来学し、

必要手続きを完了し、入学が確定します。 

b 新入生オリエンテーションに参加
c 授業開始
d 授業料納付



各学部・研究科 入学試験情報

Admission Information of 
Faculties/Graduate Schools

Letters/ Humanities
文学部・人文学研究科

Intercultural Studies
国際文化学部・国際文化学研究科

Human Development/
 Human Development and Environment

発達科学部・人間発達環境学研究科

Law
法学部・法学研究科

Economics
経済学部・経済学研究科

Business Administration
経営学部・経営学研究科

Science
理学部・理学研究科

Medicine
医学部・医学研究科

Health Science 
保健学研究科  

Engineering 
工学部・工学研究科  

System Informatics 
システム情報学研究科  

Agriculture/Agricultural Science 
農学部・農学研究科 

 Maritime Sciences 
海事科学部・海事科学研究科

Graduate School of International Cooperation Studies 
国際協力研究科    

Graduate School of Science, Technology and Innovation
科学技術イノベーション研究科
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＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■文学部・人文学研究科 Letters/Humanities

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻 Divisions 人文学科 Humanities 文化構造 Human Cultural Studies 社会動態 Human Social Dynamics 文化構造 Human Cultural Studies 社会動態 Human Social Dynamics 募集：学部・大学院 Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類 Degree Awarded 学士（文学） Bachelor of Arts 修士（文学） Master of Arts 博士（文学）または博士（学術） Doctor of Philosophy 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. 

Special consideration will be given to international students.

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

【学部　Undergraduate】若干名 a few
【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 2 36 11 【学部　Undergraduate】4

【大学院　Graduate】前期課程　Master Course 20,　後期課程　Doctor Course　4

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 0 22 10 【学部　Undergraduate】4

【大学院　Graduate】前期課程　Master Course 19,　後期課程　Doctor Course　3

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11 月下旬
Late November

Ⅰ期：6 月下旬 Semester I : Late June
Ⅱ期：11 月中旬 Semester II : Middle of November

11 月
November

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application Guideline/
Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24 × 33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24 × 33.2cm） to the faculty.

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24 × 33.2cm） to the faculty. 

Please contact the office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24 × 33.2cm） to the faculty. 

Please contact the office for details.大学 HP 参照（日本語のみ）
Please refer to the university website (Japanese only).

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the school office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty/school office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学 HP で公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

大学 HP で大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学 HP で大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html 書類審査のみのため非公開
Not Available

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力試験（N1、N2）など日本語を修得していることの証明
Japanese Language Proficiency Test （N1, N2） Certificate

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4 月
April

4 月
April

4 月
April

4 月、10 月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

Ⅰ期：2015年7月30日まで  Semester I : By Jul. 30, 2015
Ⅱ期：2015年12月3日まで  Semester II : By Dec. 3, 2015

2015年12月3日まで
By Dec. 3, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年8月18日  Semester I : Aug. 18, 2015
Ⅱ期：2016年1月5日  Semester II : Jan. 5, 2016

2016年1月12日
 Jan. 12, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月22日 Feb. 22, 2016（日本国外在住者は2015年11/17）Non-Resident of Japan: Nov. 17, 2015
【10月入学　October Entry】2016年6月29日 Jun. 29, 2016（日本国外在住者は4/25）Non-Resident of Japan: Apr. 25, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年8月20日  Semester I : Aug. 20, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日  Semester II : Jan. 8, 2016

2016年1月14日
 Jan. 14, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月24日 Feb. 24, 2016
（日本国外在住者は2015年11/20）Non-Resident of Japan: Nov. 20, 2015

【10月入学　October Entry】2016年7月1日 Jul. 1, 2016
（日本国外在住者は4/28）Non-Resident of Japan: Apr. 28, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年9月28-29日  Semester I : Sep. 28-29, 2015
Ⅱ期：2016年2月2-3日  Semester II : Feb. 2-3, 2016

2016年2月12日
 Feb. 12, 2016

【4月入学　April Entry】面接 （国内居住者）：2016年3月3日　（国外居住者）：2015年12月2日
interview（resident of Japan） : Mar. 3, 2016（Non-Resident of Japan）: Dec. 2, 2015

【10月入学　October Entry】面接 （国内居住者）：2016年7月13日　（国外居住者）：2016年5月11日
interview （resident of Japan） : Jul. 13, 2016（Non-Resident of Japan）: May. 11, 2016

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年10月9日  Semester I : Oct. 9, 2015
Ⅱ期：2016年2月10日  Semester II : Feb. 10, 2016

2016年2月19日
 Feb. 19, 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

要
Necessary

不要
 Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination 
Subjects

1国語 Japanese
2数学 Mathematics

3外国語（英・独・仏・中から 1 つ）
Foreign Language （choose one from English, German, French, Chinese）

4面接 Interview
5書類審査 Application Document Screening

1日本語 Japanese 
2専門科目（日本語で出題） Major Subject （in Japanese）

3口述試験 Oral Exam
4書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧めます。
Recommend to find the professor/supervisor in advance.

1専門科目（日本語で出題） Major Subject （in Japanese） 
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧めます。
Recommend to find the professor/supervisor in advance. 

1書類審査
1 従来の研究内容及び今後の研究計画の概要
2 日本語能力試験（N1、N2）など日本語を修得していることの証明
3 最終出身学校の指導教員の推薦状
2面接（国外居住者については国際電話等によるインタビューを行う。）
1 Application Document Screening
1 Brief Summary of Existing Research and Future Research Plan in Japanese
2 One from the following;
  ◦ Japanese Language Proficiency Test Level N1 or N2 Certificate
  ◦ A Certificate to verify the Posession of Equal or Above Japanese Prroficiency
3 A Letter of recommendation from the Advisor/ Professor of the Applicant's University
2 Interview （For non-resident of Japan, international phone interview may be conducted.）
※指導教員の事前承認が必要 Required to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language
2総合科目 Japan and the World

3数学（コース 1 または 2） Mathematics （Course 1 or 2）

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese ― ― ―

参照する試験
Refered EJU

2015 年 6 月以降の試験
The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 
English Examination

大学独自の試験を課す
Examinations conducted by university

課さない
None

課さない
None

課さない
None

備考
Others ― ― ―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、住民票（写）が必要です。
Required following; application form, resume, graduation (completion) certificate, transcript, photo  

and copy of Certificate of Residence.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻 Divisions 人文学科 Humanities 文化構造 Human Cultural Studies 社会動態 Human Social Dynamics 文化構造 Human Cultural Studies 社会動態 Human Social Dynamics 募集：学部・大学院 Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類 Degree Awarded 学士（文学） Bachelor of Arts 修士（文学） Master of Arts 博士（文学）または博士（学術） Doctor of Philosophy 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. 

Special consideration will be given to international students.

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

【学部　Undergraduate】若干名 a few
【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 2 36 11 【学部　Undergraduate】4

【大学院　Graduate】前期課程　Master Course 20,　後期課程　Doctor Course　4

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 0 22 10 【学部　Undergraduate】4

【大学院　Graduate】前期課程　Master Course 19,　後期課程　Doctor Course　3

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11 月下旬
Late November

Ⅰ期：6 月下旬 Semester I : Late June
Ⅱ期：11 月中旬 Semester II : Middle of November

11 月
November

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application Guideline/
Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24 × 33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24 × 33.2cm） to the faculty.

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24 × 33.2cm） to the faculty. 

Please contact the office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24 × 33.2cm） to the faculty. 

Please contact the office for details.大学 HP 参照（日本語のみ）
Please refer to the university website (Japanese only).

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the school office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty/school office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学 HP で公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

大学 HP で大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学 HP で大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html 書類審査のみのため非公開
Not Available

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力試験（N1、N2）など日本語を修得していることの証明
Japanese Language Proficiency Test （N1, N2） Certificate

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4 月
April

4 月
April

4 月
April

4 月、10 月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

Ⅰ期：2015年7月30日まで  Semester I : By Jul. 30, 2015
Ⅱ期：2015年12月3日まで  Semester II : By Dec. 3, 2015

2015年12月3日まで
By Dec. 3, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年8月18日  Semester I : Aug. 18, 2015
Ⅱ期：2016年1月5日  Semester II : Jan. 5, 2016

2016年1月12日
 Jan. 12, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月22日 Feb. 22, 2016（日本国外在住者は2015年11/17）Non-Resident of Japan: Nov. 17, 2015
【10月入学　October Entry】2016年6月29日 Jun. 29, 2016（日本国外在住者は4/25）Non-Resident of Japan: Apr. 25, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年8月20日  Semester I : Aug. 20, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日  Semester II : Jan. 8, 2016

2016年1月14日
 Jan. 14, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月24日 Feb. 24, 2016
（日本国外在住者は2015年11/20）Non-Resident of Japan: Nov. 20, 2015

【10月入学　October Entry】2016年7月1日 Jul. 1, 2016
（日本国外在住者は4/28）Non-Resident of Japan: Apr. 28, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年9月28-29日  Semester I : Sep. 28-29, 2015
Ⅱ期：2016年2月2-3日  Semester II : Feb. 2-3, 2016

2016年2月12日
 Feb. 12, 2016

【4月入学　April Entry】面接 （国内居住者）：2016年3月3日　（国外居住者）：2015年12月2日
interview（resident of Japan） : Mar. 3, 2016（Non-Resident of Japan）: Dec. 2, 2015

【10月入学　October Entry】面接 （国内居住者）：2016年7月13日　（国外居住者）：2016年5月11日
interview （resident of Japan） : Jul. 13, 2016（Non-Resident of Japan）: May. 11, 2016

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年10月9日  Semester I : Oct. 9, 2015
Ⅱ期：2016年2月10日  Semester II : Feb. 10, 2016

2016年2月19日
 Feb. 19, 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

要
Necessary

不要
 Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination 
Subjects

1国語 Japanese
2数学 Mathematics

3外国語（英・独・仏・中から 1 つ）
Foreign Language （choose one from English, German, French, Chinese）

4面接 Interview
5書類審査 Application Document Screening

1日本語 Japanese 
2専門科目（日本語で出題） Major Subject （in Japanese）

3口述試験 Oral Exam
4書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧めます。
Recommend to find the professor/supervisor in advance.

1専門科目（日本語で出題） Major Subject （in Japanese） 
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧めます。
Recommend to find the professor/supervisor in advance. 

1書類審査
1 従来の研究内容及び今後の研究計画の概要
2 日本語能力試験（N1、N2）など日本語を修得していることの証明
3 最終出身学校の指導教員の推薦状
2面接（国外居住者については国際電話等によるインタビューを行う。）
1 Application Document Screening
1 Brief Summary of Existing Research and Future Research Plan in Japanese
2 One from the following;
  ◦ Japanese Language Proficiency Test Level N1 or N2 Certificate
  ◦ A Certificate to verify the Posession of Equal or Above Japanese Prroficiency
3 A Letter of recommendation from the Advisor/ Professor of the Applicant's University
2 Interview （For non-resident of Japan, international phone interview may be conducted.）
※指導教員の事前承認が必要 Required to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language
2総合科目 Japan and the World

3数学（コース 1 または 2） Mathematics （Course 1 or 2）

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese ― ― ―

参照する試験
Refered EJU

2015 年 6 月以降の試験
The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 
English Examination

大学独自の試験を課す
Examinations conducted by university

課さない
None

課さない
None

課さない
None

備考
Others ― ― ―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、住民票（写）が必要です。
Required following; application form, resume, graduation (completion) certificate, transcript, photo  

and copy of Certificate of Residence.
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■国際文化学部・国際文化学研究科 Intercultural Studies

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻 Divisions 国際文化学科 Intercultural Studies 文化相関 Cultural Interaction グローバル文化 Culture and Globalization 文化相関 Cultural Interaction グローバル文化 Culture and Globalization 募集：学部・大学院 Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate 

学位の種類 Degree Awarded 学士（国際文化学） Bachelor of Intercultural Studies 修士（学術） Master of Arts 博士（学術） Doctor of Philosophy 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students.

Special consideration will be given to international students.

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

【学部　Undergraduate】 若干名 a few
【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 8 42 57 5 10 【学部　Undergraduate】 0

【大学院　Graduate】 29

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 4 27 33 5 10 【学部　Undergraduate】 0

【大学院　Graduate】 29

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11月中旬
Middle of November

7月下旬
Late July

7月下旬
Late July

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to obtain Application Guideline/
Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.大学HP参照 （日本語のみ）
Please refer to the university website （Japanese only）. 

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/inq/inq_ryugaku.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/prospective-g
研究科HP参照 Please refer to the Graduate school website.

▶ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/prospective-g

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/
admission01/examin.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html
書類審査のみのため非公開

Not Available
研究科HPで公開 Available on the graduate school website.

▶ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/prospective-g
研究科HPで公開 Available on the graduate school website.

▶ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/prospective-g

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力試験1級/N1レベル合格　または日本留学試験（日本語）320点以上など
Japanese Language Proficiency Test Level 1/ N1 or  EJU Test （Japanese） 320 points and above, etc

入学月（2016年度） Entry （AY2016） 4月 April 4月 April 4月 April 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

2015年8月25日～2015年9月1日
From Aug. 25 to Sep. 1, 2015

2016年1月4日～2016年1月7日
From Jan. 4 to Jan. 7, 2016 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

2015年10月9日
Oct. 9, 2015

2016年1月19日
Jan. 19, 2016

【4月入学　April Entry】 2016年2月12日 Feb. 12, 2016
【10月入学　October Entry】 2016年7月25日 Jul. 25, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

2015年10月15日
Oct. 15, 2015

2016年1月21日
Jan. 21, 2016

【4月入学　April Entry】 2016年2月18日 Feb. 18, 2016
（日本国外在住者は10/30まで）Non-Resident of Japan: Oct. 30, 2015

【10月入学　October Entry】 2016年7月29日 Jul. 29, 2016
（日本国外在住者4/28まで）Non-Resident of Japan: Apr. 28, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2015年11月7-8日
Nov. 7-8, 2015

2016年2月13-14日
Feb. 13-14, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

2015年11月12日
Nov. 12, 2015

2016年2月17日
Feb. 17 , 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1 国語 Japanese
2 外国語（英・独・仏から 1 つ） Foreign language （choose 1 

from English, German and French）
3 面接 Interview

4 書類審査 Application Document Screening

1専門科目 Major Subject
2基礎科目（コース一般問題または日本語） Basic course （related general 

questions or Japanese）
3口述試験 Oral Exam

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧めます。
Recommend to find the professor/supervisor in advance. 

1小論文 Essay 
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことが必要です。
Require to find the professor/supervisor in advance .

1書類審査
1従来の研究内容及び今後の研究計画の概要（日本語で2000字程度）
2日本留学試験（日本語）の成績通知書 または 日本語能力試験１級/ N1レベルの合格認定書・成績証明書
3指導予定教員の教員所見
4指導教員の受入内諾書
1Application Document Screening
1 Brief Summary of Existing and Future Research Plan in Japanese （Approximately 2000 characters）
2 One from the following;
  ◦EJU Test （Japanese） Score Report
  ◦Japanese Language Proficiency Test Level 1/ N1 Certificate and Score Report
3 Opinion Letter from the Supervisor in Kobe University
4Formal Consent from the Supervisor

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1 日本語 Japanese as a Foreign Language
2 総合科目 Japan and the World

3 数学（コース1または2） Mathematics （Course 1 or 2）

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

日本語
Japanese as a Foreign Language

※ただし日本語能力試験N1レベル合格認定書を提出する人は受験不要
Those who choose to submit Japanese Language Proficiency Test Level 1/N1 Certificate doesn’t need to take EJU.

出題言語
Language in EJU 日本語 Japanese ― ― ―

参照する試験
Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 English Examination 課さない None 課さない None 課さない None 課さない None

備考
Others ― ― ―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、
住民票（写）が必要です。

Required following; application form, resume, graduation （completion） certificate, transcript, photo and copy of 
Certificate of Residence.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻 Divisions 国際文化学科 Intercultural Studies 文化相関 Cultural Interaction グローバル文化 Culture and Globalization 文化相関 Cultural Interaction グローバル文化 Culture and Globalization 募集：学部・大学院 Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate 

学位の種類 Degree Awarded 学士（国際文化学） Bachelor of Intercultural Studies 修士（学術） Master of Arts 博士（学術） Doctor of Philosophy 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students.

Special consideration will be given to international students.

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

【学部　Undergraduate】 若干名 a few
【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 8 42 57 5 10 【学部　Undergraduate】 0

【大学院　Graduate】 29

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 4 27 33 5 10 【学部　Undergraduate】 0

【大学院　Graduate】 29

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11月中旬
Middle of November

7月下旬
Late July

7月下旬
Late July

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to obtain Application Guideline/
Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.大学HP参照 （日本語のみ）
Please refer to the university website （Japanese only）. 

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/inq/inq_ryugaku.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/prospective-g
研究科HP参照 Please refer to the Graduate school website.

▶ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/prospective-g

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/
admission01/examin.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html
書類審査のみのため非公開

Not Available
研究科HPで公開 Available on the graduate school website.

▶ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/prospective-g
研究科HPで公開 Available on the graduate school website.

▶ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/prospective-g

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力試験1級/N1レベル合格　または日本留学試験（日本語）320点以上など
Japanese Language Proficiency Test Level 1/ N1 or  EJU Test （Japanese） 320 points and above, etc

入学月（2016年度） Entry （AY2016） 4月 April 4月 April 4月 April 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

2015年8月25日～2015年9月1日
From Aug. 25 to Sep. 1, 2015

2016年1月4日～2016年1月7日
From Jan. 4 to Jan. 7, 2016 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

2015年10月9日
Oct. 9, 2015

2016年1月19日
Jan. 19, 2016

【4月入学　April Entry】 2016年2月12日 Feb. 12, 2016
【10月入学　October Entry】 2016年7月25日 Jul. 25, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

2015年10月15日
Oct. 15, 2015

2016年1月21日
Jan. 21, 2016

【4月入学　April Entry】 2016年2月18日 Feb. 18, 2016
（日本国外在住者は10/30まで）Non-Resident of Japan: Oct. 30, 2015

【10月入学　October Entry】 2016年7月29日 Jul. 29, 2016
（日本国外在住者4/28まで）Non-Resident of Japan: Apr. 28, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2015年11月7-8日
Nov. 7-8, 2015

2016年2月13-14日
Feb. 13-14, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

2015年11月12日
Nov. 12, 2015

2016年2月17日
Feb. 17 , 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1 国語 Japanese
2 外国語（英・独・仏から 1 つ） Foreign language （choose 1 

from English, German and French）
3 面接 Interview

4 書類審査 Application Document Screening

1専門科目 Major Subject
2基礎科目（コース一般問題または日本語） Basic course （related general 

questions or Japanese）
3口述試験 Oral Exam

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧めます。
Recommend to find the professor/supervisor in advance. 

1小論文 Essay 
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことが必要です。
Require to find the professor/supervisor in advance .

1書類審査
1従来の研究内容及び今後の研究計画の概要（日本語で2000字程度）
2日本留学試験（日本語）の成績通知書 または 日本語能力試験１級/ N1レベルの合格認定書・成績証明書
3指導予定教員の教員所見
4指導教員の受入内諾書
1Application Document Screening
1 Brief Summary of Existing and Future Research Plan in Japanese （Approximately 2000 characters）
2 One from the following;
  ◦EJU Test （Japanese） Score Report
  ◦Japanese Language Proficiency Test Level 1/ N1 Certificate and Score Report
3 Opinion Letter from the Supervisor in Kobe University
4Formal Consent from the Supervisor

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1 日本語 Japanese as a Foreign Language
2 総合科目 Japan and the World

3 数学（コース1または2） Mathematics （Course 1 or 2）

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

日本語
Japanese as a Foreign Language

※ただし日本語能力試験N1レベル合格認定書を提出する人は受験不要
Those who choose to submit Japanese Language Proficiency Test Level 1/N1 Certificate doesn’t need to take EJU.

出題言語
Language in EJU 日本語 Japanese ― ― ―

参照する試験
Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 English Examination 課さない None 課さない None 課さない None 課さない None

備考
Others ― ― ―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、
住民票（写）が必要です。

Required following; application form, resume, graduation （completion） certificate, transcript, photo and copy of 
Certificate of Residence.
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■発達科学部・人間発達環境学研究科 Human Development/ Human Development and Environment

学部 Undergraduate Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

人間形成
学科

Human Development 
and Education

人間行動
学科

Human Behavior

人間表現学科
Human Expression

（音楽受験、美術受験、身体表現受験
/Music, Art, Physical expression ）

人間表現学科
Human Expression

（学科受験/Examination without 
practical skills）

人間環境学科（文系受験）
Human Environmental Science 

(Liberal Arts Major)

人間環境学科（理系受験）
Human Environmental Science 

(Science Major)

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate 

学位の種類 Degree Awarded 学士 Bachelor of Arts 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students. ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

【学　部　Undergraduate】若干名 a few
【大学院　      Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 3 【学部　Undergraduate】8　【大学院　Graduate】26

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 1 【学部　Undergraduate】8　【大学院　Graduate】26

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped envelop (24×33.2cm) to the faculty. Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped envelop（24×33.2cm）to the faculty. Please contact the faculty office for details.

学部HP参照 Please refer to the faculty website. ▶http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/1404 海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.海外からは請求不可 Not available from abroad.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HP参照 Please refer to the faculty website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html （Japanese only）

口頭試問／書類審査のため過去問題閲覧なし
Not Available 

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力検定N1/1級又はN2/2級の合否結果通知書の原本（大学院は2級の合否結果通知書は不可）
Japanese Language Proficiency Test Level N1 or N2 Certificate (for graduate level, N1 Certificate) 

入学月（2016年度）
Entry （AY 2016）

4月
April

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月1日　Feb. 1, 2016　（日本国外在住者は10/19～10/22まで）Non-Resident of Japan: from Oct. 19 to Oct. 22
【10月入学　October Entry】2016年7月27日　Jul. 27, 2016　（日本国外在住者は4/18～4/21まで）Non-Resident of Japan: from Apr. 18 to Apr. 21

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月3日　Feb. 3, 2016
【10月入学　October Entry】2016年7月29日　Jul. 29, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2016年2月25-26日
Feb. 25-26, 2016

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2016年2月25日
Feb. 25, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
March. 9, 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

不可
Not available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ 
Entrance Examination Subjects

1国語または理科*2科目選択
Choose either Japanese or 

Science* (2 subjects)

1国語または理科*1科目選択
Choose either Japanese or 

Science* (1 subject)

国語、理科、数学、外国語
から2科目選択

Choose 2 subjects from Japanese, Science, 
Mathematics and Foreign language

◦国語と理科の組合せ不可
◦ cannot take both Japanese 

and Science
◦理科*は１科目選択

◦Science*(1subject)
◦外国語は英・独・仏・中から1つ

◦ choose 1 from English, 
German, French and Chinese

1国語
Japanese ―

1書類審査
  ◦日本語能力検定 N1/1 級又は N2/2 級の合否結果通知書の原本

（大学院は N2/2 級の合否結果通知書は不可）

1 Application Document Screening
  ◦ Japanese Language Proficiency Test Level N1 or N2 Certificate (for graduate level, N1 Certificate) 

※指導教員の事前承認が必要
Require to obtain an approval from the professor/supervisor in advance

*理科：物理、化学、生物、地学から選択
Science：Choose from Physical Science, Chemistry, Biology and Physical Geography) ― 1理科*2科目選択

Science* (2 subjects)

2数学
Mathematics

2数学
Mathematics

3外国語（英・独・仏・中から1つ）
Foreign language (choose 1 from English, German, French and Chinese)

3外国語（英・独・仏・中から1つ）
Foreign language (choose 1 from English, German, French and Chinese)

4面接
intervew

―

5実技審査  Practical Skills
*実技受験志願者は4および
1～3のうちからひとつ選択

For applicants of examination 
with practical skills: 4 and 
choose one out of 1,2,3.

― ―

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as Foreign Language

受験は必須ではない
Not required to take EJU　

2総合科目
Japan and the World

2理科（2科目自由選択）
Science (Choose 2 from 

physics, chemistry and biology)

3数学（コース1または2）
Mathematics (Course 1 or 2)

3数学（コース2）
Mathematics (Course 2)

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese ―

参照する試験
Refered EJU

2015又は2014年6月以降の試験
The Exams after June, 2014-2015 ―

英語試験 English Examination 大学独自の試験を課す Examinations conducted by university 課さない None

備考
Others ― 他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真が必要です。

Required following; application form, resume, graduation (completion) certificate, transcript, and photos of the applicant.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

人間形成
学科

Human Development 
and Education

人間行動
学科

Human Behavior

人間表現学科
Human Expression

（音楽受験、美術受験、身体表現受験
/Music, Art, Physical expression ）

人間表現学科
Human Expression

（学科受験/Examination without 
practical skills）

人間環境学科（文系受験）
Human Environmental Science 

(Liberal Arts Major)

人間環境学科（理系受験）
Human Environmental Science 

(Science Major)

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate 

学位の種類 Degree Awarded 学士 Bachelor of Arts 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students. ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

【学　部　Undergraduate】若干名 a few
【大学院　      Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 3 【学部　Undergraduate】8　【大学院　Graduate】26

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 1 【学部　Undergraduate】8　【大学院　Graduate】26

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped envelop (24×33.2cm) to the faculty. Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped envelop（24×33.2cm）to the faculty. Please contact the faculty office for details.

学部HP参照 Please refer to the faculty website. ▶http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/1404 海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.海外からは請求不可 Not available from abroad.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HP参照 Please refer to the faculty website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html （Japanese only）

口頭試問／書類審査のため過去問題閲覧なし
Not Available 

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力検定N1/1級又はN2/2級の合否結果通知書の原本（大学院は2級の合否結果通知書は不可）
Japanese Language Proficiency Test Level N1 or N2 Certificate (for graduate level, N1 Certificate) 

入学月（2016年度）
Entry （AY 2016）

4月
April

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月1日　Feb. 1, 2016　（日本国外在住者は10/19～10/22まで）Non-Resident of Japan: from Oct. 19 to Oct. 22
【10月入学　October Entry】2016年7月27日　Jul. 27, 2016　（日本国外在住者は4/18～4/21まで）Non-Resident of Japan: from Apr. 18 to Apr. 21

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月3日　Feb. 3, 2016
【10月入学　October Entry】2016年7月29日　Jul. 29, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2016年2月25-26日
Feb. 25-26, 2016

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2016年2月25日
Feb. 25, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
March. 9, 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

不可
Not available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ 
Entrance Examination Subjects

1国語または理科*2科目選択
Choose either Japanese or 

Science* (2 subjects)

1国語または理科*1科目選択
Choose either Japanese or 

Science* (1 subject)

国語、理科、数学、外国語
から2科目選択

Choose 2 subjects from Japanese, Science, 
Mathematics and Foreign language

◦国語と理科の組合せ不可
◦ cannot take both Japanese 

and Science
◦理科*は１科目選択

◦Science*(1subject)
◦外国語は英・独・仏・中から1つ

◦ choose 1 from English, 
German, French and Chinese

1国語
Japanese ―

1書類審査
  ◦日本語能力検定 N1/1 級又は N2/2 級の合否結果通知書の原本

（大学院は N2/2 級の合否結果通知書は不可）

1 Application Document Screening
  ◦ Japanese Language Proficiency Test Level N1 or N2 Certificate (for graduate level, N1 Certificate) 

※指導教員の事前承認が必要
Require to obtain an approval from the professor/supervisor in advance

*理科：物理、化学、生物、地学から選択
Science：Choose from Physical Science, Chemistry, Biology and Physical Geography) ― 1理科*2科目選択

Science* (2 subjects)

2数学
Mathematics

2数学
Mathematics

3外国語（英・独・仏・中から1つ）
Foreign language (choose 1 from English, German, French and Chinese)

3外国語（英・独・仏・中から1つ）
Foreign language (choose 1 from English, German, French and Chinese)

4面接
intervew

―

5実技審査  Practical Skills
*実技受験志願者は4および
1～3のうちからひとつ選択

For applicants of examination 
with practical skills: 4 and 
choose one out of 1,2,3.

― ―

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as Foreign Language

受験は必須ではない
Not required to take EJU　

2総合科目
Japan and the World

2理科（2科目自由選択）
Science (Choose 2 from 

physics, chemistry and biology)

3数学（コース1または2）
Mathematics (Course 1 or 2)

3数学（コース2）
Mathematics (Course 2)

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese ―

参照する試験
Refered EJU

2015又は2014年6月以降の試験
The Exams after June, 2014-2015 ―

英語試験 English Examination 大学独自の試験を課す Examinations conducted by university 課さない None

備考
Others ― 他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真が必要です。

Required following; application form, resume, graduation (completion) certificate, transcript, and photos of the applicant.
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■発達科学部・人間発達環境学研究科 Human Development/ Human Development and Environment

博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program

学科/専攻
Divisions　

人間発達
Human Development

人間環境学
Human Environmental 

Science

人間発達
Human Development

人間環境学
Human Environmental Science

学位の種類
Degree Awarded

修士（学術）
または修士（教育学）

Master of Arts /
 Master of  Education

修士（学術）
または修士（理学）

Master of Arts /
 Master of Science

博士（学術）
または博士（教育学）

Doctor of Philosophy /
 Doctor of Education

博士（学術）
または博士（理学）
Doctor of Philosophy or 

Doctor of Science

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

有
Available

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 15 8 0 1

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 8 6 0 1

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月上旬
Early June

6月上旬
Early June

願書請求方法
How to obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.3cm) to the faculty. Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.3cm) to the faculty. Please contact the faculty office for details.

研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.　▶ http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/1805 研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.　▶ http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/1807

海外からは請求不可 Not available from abroad. 海外からは請求不可 Not available from abroad.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要） Available at the faculty office (an ID is required). 事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要） Available at the faculty office (an ID is required).

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協 HP 参照 Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html (Japanese only)

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協 HP 参照 Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html (Japanese only)

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月
April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2015年7月6日～2015年7月9日
From Jul. 6 to Jul. 9, 2015

2015年12月22日～12月28日
From Dec. 22 to Dec. 28, 2015

Ⅰ期：2015 年 6 月 1 日から
　　　2015 年 6 月 5 日まで
Semester I : From Jun. 1 to Jun. 5, 2015

Ⅱ期：2015 年 12 月 22 日から
2015 年 12 月 28 日まで

Semester II : From Dec. 22 to Dec. 28, 2015

出願期間開始日
Starting Date of Application

2015年8月18日
Aug. 18, 2015

2016年1月21日
Jan. 21, 2016

Ⅰ期：2015 年 7 月 21 日
Semester I : Jul. 21, 2015

Ⅱ期：2016 年 1 月 21 日
Semester II : Jan. 21, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2015年8月24日
Aug. 24, 2015

2016年１月27日
Jan. 27, 2016

Ⅰ期：2015 年 7 月 27 日
Semester I : Jul. 27, 2015

Ⅱ期：2016 年１月 27 日
Semester II : Jan. 27, 2016

試験日
Date of Examination

2015年9月17-18日
Sep. 17-18, 2015

2016年3月3日
Mar. 3, 2016

Ⅰ期：2015 年 8 月 27 日
Semester I : Aug. 27, 2015

Ⅱ期：2016 年 3 月 3 日
Semester II : Mar. 3, 2016

合格発表日　
Date of Result

2015年10月9日
Oct. 9, 2015

2016年3月8日
Mar. 8, 2016

Ⅰ期：2015 年 9 月 16 日 
Semester I : Sep. 16, 2015

Ⅱ期：2016 年 3 月 8 日
Semester II: Mar. 8, 2016

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

不可
Not Available

不可
Not Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ 
Entrance Examination Subjects

1専門科目（日本語で解答） Major Subject (in Japanese)
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance. 

1口述試験
1Oral Exam

2書類審査
Application Document Screening

― 3研究計画に関する口頭発表
Oral Presentation about Your Research Plan ―

※指導教員の事前承認が必要
Reqired to obtain approval from the professor/supervisor in advance. 

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU ― ―

参照する試験
Refered EJU ― ―

英語試験
English Examination

研究科独自の試験を課す
Examinations conducted by the graduate school

課さない
None

備考
Others ― ―
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program

学科/専攻
Divisions　

人間発達
Human Development

人間環境学
Human Environmental 

Science

人間発達
Human Development

人間環境学
Human Environmental Science

学位の種類
Degree Awarded

修士（学術）
または修士（教育学）

Master of Arts /
 Master of  Education

修士（学術）
または修士（理学）

Master of Arts /
 Master of Science

博士（学術）
または博士（教育学）

Doctor of Philosophy /
 Doctor of Education

博士（学術）
または博士（理学）
Doctor of Philosophy or 

Doctor of Science

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

有
Available

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 15 8 0 1

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 8 6 0 1

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月上旬
Early June

6月上旬
Early June

願書請求方法
How to obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.3cm) to the faculty. Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.3cm) to the faculty. Please contact the faculty office for details.

研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.　▶ http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/1805 研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.　▶ http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/1807

海外からは請求不可 Not available from abroad. 海外からは請求不可 Not available from abroad.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要） Available at the faculty office (an ID is required). 事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要） Available at the faculty office (an ID is required).

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協 HP 参照 Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html (Japanese only)

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協 HP 参照 Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html (Japanese only)

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月
April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2015年7月6日～2015年7月9日
From Jul. 6 to Jul. 9, 2015

2015年12月22日～12月28日
From Dec. 22 to Dec. 28, 2015

Ⅰ期：2015 年 6 月 1 日から
　　　2015 年 6 月 5 日まで
Semester I : From Jun. 1 to Jun. 5, 2015

Ⅱ期：2015 年 12 月 22 日から
2015 年 12 月 28 日まで

Semester II : From Dec. 22 to Dec. 28, 2015

出願期間開始日
Starting Date of Application

2015年8月18日
Aug. 18, 2015

2016年1月21日
Jan. 21, 2016

Ⅰ期：2015 年 7 月 21 日
Semester I : Jul. 21, 2015

Ⅱ期：2016 年 1 月 21 日
Semester II : Jan. 21, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2015年8月24日
Aug. 24, 2015

2016年１月27日
Jan. 27, 2016

Ⅰ期：2015 年 7 月 27 日
Semester I : Jul. 27, 2015

Ⅱ期：2016 年１月 27 日
Semester II : Jan. 27, 2016

試験日
Date of Examination

2015年9月17-18日
Sep. 17-18, 2015

2016年3月3日
Mar. 3, 2016

Ⅰ期：2015 年 8 月 27 日
Semester I : Aug. 27, 2015

Ⅱ期：2016 年 3 月 3 日
Semester II : Mar. 3, 2016

合格発表日　
Date of Result

2015年10月9日
Oct. 9, 2015

2016年3月8日
Mar. 8, 2016

Ⅰ期：2015 年 9 月 16 日 
Semester I : Sep. 16, 2015

Ⅱ期：2016 年 3 月 8 日
Semester II: Mar. 8, 2016

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

不可
Not Available

不可
Not Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ 
Entrance Examination Subjects

1専門科目（日本語で解答） Major Subject (in Japanese)
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance. 

1口述試験
1Oral Exam

2書類審査
Application Document Screening

― 3研究計画に関する口頭発表
Oral Presentation about Your Research Plan ―

※指導教員の事前承認が必要
Reqired to obtain approval from the professor/supervisor in advance. 

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU ― ―

参照する試験
Refered EJU ― ―

英語試験
English Examination

研究科独自の試験を課す
Examinations conducted by the graduate school

課さない
None

備考
Others ― ―
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■法学部・法学研究科 Law

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions　

法律学科
Law

政治学
Political Science

理論法学
Academic Legal Studies

政治学
Political Science

理論法学
Academic Legal Studies

募集：大学院のみ
Recruiting Program: GraduateGMAP in Law Couse

学位の種類
Degree Awarded

学士（法学）
Bachelor of Laws

修士（政治学）
Master of Political Science

修士（法学）
Master of Laws

博士（政治学）
Doctor of Philosophy in Political Science

博士（法学）
Doctor of Philosophy in Law 

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

有
Available

無
Not Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few 8 若干名

a few
非公開

Not Available

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 12 28 6 4 非公開

Not Available

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 4 13 6 2 非公開

Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11 月下旬
Late November

Ⅰ期：6 月中旬　Semester I : Middle of June
Ⅱ期：11 月中旬　Semester II : Middle of November

【4月入学 April Entry】12月中旬 Middle of December
【10月入学 October Entry】2月 February

11 月中旬
Middle of November

【4 月入学　April Entry】9 月下旬 Late September
【10 月入学　October Entry】4 月下旬 Late April

願書請求方法
How to obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る 
Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.3cm) 

to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.2cm) to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.2cm) to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.2cm) to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

学部／ HP 参照 Please refer to the faculty website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-faculty.html

研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html

研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html

研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

非公開
Not Available

大学 HP で大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html
非公開

Not Available

大学 HP で大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html
非公開

Not Available
研究科 HP で公開 Available on the graduate school website.

▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html
研究科 HP で公開 Available on the graduate school website.

▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office (an ID is required).

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office (an ID is required).

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Jpanese ability is not required

講義を理解し、文献講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

Ⅰ期：2015年6月19日まで  Semester I : By Jun. 19, 2015
Ⅱ期：2015年12月11日まで  Semester II : By  Dec. 11, 2015

【4月入学 April Entry】2015年1月8日まで By Jan. 8, 2015

【10月入学 October Entry】2015年3月27日まで By Mar. 27, 2015
2015年12月11日まで

By Dec. 11, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月15日  Semester I : Jul. 15, 2015
Ⅱ期：2016年1月12日  Semester II : Jan. 12, 2016

【4月入学 April Entry】2015年1月13日 Jan. 13, 2015

【10月入学 October Entry】2015年4月13日 Apr. 13, 2015
2016年1月12日

Jan. 12, 2016
【4月入学　April Entry】2015年12月7日 Dec. 7, 2015
【10月入学　October Entry】2015年6月1日 Jun. 1, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年7月21日  Semester I : Jul. 21, 2015
Ⅱ期：2016年1月18日  Semester II : Jan. 18, 2016

【4月入学 April Entry】2015年1月19日 Jan. 19, 2015

【10月入学 October Entry】2015年4月17日 Apr. 17, 2015
2016年1月18日

Jan. 18, 2016
【4月入学　April Entry】2015年12月11日 Dec. 11, 2015
【10月入学　October Entry】2015年6月5日 Jun. 5, 2015

試験日
Date of Examination

2016年2月23日
Feb. 23, 2016

Ⅰ期：2015年9月4日  Semester I : Sep. 4, 2015
Ⅱ期：2016年2月27日  Semester II : Feb. 27, 2016

【4月入学 April Entry】2015年2月28日 Feb. 28, 2015

【10月入学 October Entry】2015年5月10日 May. 10, 2015

2016年2月29日
Feb. 29, 2016

【4月入学　April Entry】2016年1月5日 Jan. 5, 2016
【10月入学　October Entry】2015年6月24日 Jun. 24, 2015

合格発表日　
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年9月17日  Semester I : Sep. 17, 2015
Ⅱ期：2016年3月8日  Semester II : Mar. 8, 2016

【4月入学 April Entry】2015年3月9日 Mar. 9, 2015

【10月入学 October Entry】2015年5月28日 May. 28, 2015
2016年3月8日

Mar. 8, 2016
【4月入学　April Entry】2016年1月21日 Jan. 21, 2016
【10月入学　October Entry】2015年7月16日 Jul. 16, 2015

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ 
Entrance Examination Subjects

1作文
Composition

2面接
Interview

3書類審査 （成績証明、日本留学試験成績）
Application Document Screening (School Records, EJU)

※1～3を総合して選考
Selection will be made based on the total of 1 - 3 . 

1専門科目（日本語で解答）
Major Subjects (in japanese)

2小論文
 Composition
3口述試験

Oral Exam
4書類審査

Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類審査
Application Document Screening

2口述試験
Oral Exam

※国外に居住し、希望する者
は Skype でのビデオ通話に

よる口述試験も可能
Overseas applicants can opt  

for a Skype interview.

1筆答試験 （英語特別試験受験者のみ）
  Written Exam（Applicable only to those taking the Special English Exam）

2口述試験
Oral Exam
3書類審査

Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類審査
Application Document Screening

2口述試験
Oral Exam

※口述試験当日に日本に滞在していないことを理由に、 
口述試験が免除されることがある

If, on the day that the oral exam is held you are not residing in Japan, an exemption may be granted

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language
2総合科目  Japan and the World

3数学（コース1または2） Mathematics (Course 1 or 2)

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese ― ― ―

参照する試験
Refered EJU

2015 年 6 月以降の試験
The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験
English Examination

課さない
None

課さない
None

英語特別入試受験者（国際関係論専攻・国際法専攻）のみ筆答試験を課す
Applicable only for those taking the Special English Exam

 (Major: International Relations and International Law).

課さない
None

備考
Others ―

提出書類：
日本語能力試験の合否結果通知書または日本留学試験（日本語）

の成績通知書（ただし、日本の大学を卒業した者を除く）
Required Documents: 

EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test result  
(Except for students who graduated Japanese colleges or universities)

提出書類：
英語能力を証明する書類

Required Documents: 
Certification of English proficiency

提出書類：
日本語能力試験の合否結果通知書または日本留学試験（日本語）の成績通知書 

（ただし、日本の大学を卒業した者を除く）
Required Documents: 

EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test result 
(Except for students who graduated Japanese colleges or universities)

―
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions　

法律学科
Law

政治学
Political Science

理論法学
Academic Legal Studies

政治学
Political Science

理論法学
Academic Legal Studies

募集：大学院のみ
Recruiting Program: GraduateGMAP in Law Couse

学位の種類
Degree Awarded

学士（法学）
Bachelor of Laws

修士（政治学）
Master of Political Science

修士（法学）
Master of Laws

博士（政治学）
Doctor of Philosophy in Political Science

博士（法学）
Doctor of Philosophy in Law 

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

有
Available

無
Not Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few 8 若干名

a few
非公開

Not Available

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 12 28 6 4 非公開

Not Available

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 4 13 6 2 非公開

Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11 月下旬
Late November

Ⅰ期：6 月中旬　Semester I : Middle of June
Ⅱ期：11 月中旬　Semester II : Middle of November

【4月入学 April Entry】12月中旬 Middle of December
【10月入学 October Entry】2月 February

11 月中旬
Middle of November

【4 月入学　April Entry】9 月下旬 Late September
【10 月入学　October Entry】4 月下旬 Late April

願書請求方法
How to obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る 
Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.3cm) 

to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.2cm) to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.2cm) to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角 2 型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop (24 × 33.2cm) to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

学部／ HP 参照 Please refer to the faculty website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-faculty.html

研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html

研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html

研究科 HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

非公開
Not Available

大学 HP で大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html
非公開

Not Available

大学 HP で大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html
非公開

Not Available
研究科 HP で公開 Available on the graduate school website.

▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html
研究科 HP で公開 Available on the graduate school website.

▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/prospective-gs.html

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office (an ID is required).

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office (an ID is required).

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Jpanese ability is not required

講義を理解し、文献講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

Ⅰ期：2015年6月19日まで  Semester I : By Jun. 19, 2015
Ⅱ期：2015年12月11日まで  Semester II : By  Dec. 11, 2015

【4月入学 April Entry】2015年1月8日まで By Jan. 8, 2015

【10月入学 October Entry】2015年3月27日まで By Mar. 27, 2015
2015年12月11日まで

By Dec. 11, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月15日  Semester I : Jul. 15, 2015
Ⅱ期：2016年1月12日  Semester II : Jan. 12, 2016

【4月入学 April Entry】2015年1月13日 Jan. 13, 2015

【10月入学 October Entry】2015年4月13日 Apr. 13, 2015
2016年1月12日

Jan. 12, 2016
【4月入学　April Entry】2015年12月7日 Dec. 7, 2015
【10月入学　October Entry】2015年6月1日 Jun. 1, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年7月21日  Semester I : Jul. 21, 2015
Ⅱ期：2016年1月18日  Semester II : Jan. 18, 2016

【4月入学 April Entry】2015年1月19日 Jan. 19, 2015

【10月入学 October Entry】2015年4月17日 Apr. 17, 2015
2016年1月18日

Jan. 18, 2016
【4月入学　April Entry】2015年12月11日 Dec. 11, 2015
【10月入学　October Entry】2015年6月5日 Jun. 5, 2015

試験日
Date of Examination

2016年2月23日
Feb. 23, 2016

Ⅰ期：2015年9月4日  Semester I : Sep. 4, 2015
Ⅱ期：2016年2月27日  Semester II : Feb. 27, 2016

【4月入学 April Entry】2015年2月28日 Feb. 28, 2015

【10月入学 October Entry】2015年5月10日 May. 10, 2015

2016年2月29日
Feb. 29, 2016

【4月入学　April Entry】2016年1月5日 Jan. 5, 2016
【10月入学　October Entry】2015年6月24日 Jun. 24, 2015

合格発表日　
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年9月17日  Semester I : Sep. 17, 2015
Ⅱ期：2016年3月8日  Semester II : Mar. 8, 2016

【4月入学 April Entry】2015年3月9日 Mar. 9, 2015

【10月入学 October Entry】2015年5月28日 May. 28, 2015
2016年3月8日

Mar. 8, 2016
【4月入学　April Entry】2016年1月21日 Jan. 21, 2016
【10月入学　October Entry】2015年7月16日 Jul. 16, 2015

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ 
Entrance Examination Subjects

1作文
Composition

2面接
Interview

3書類審査 （成績証明、日本留学試験成績）
Application Document Screening (School Records, EJU)

※1～3を総合して選考
Selection will be made based on the total of 1 - 3 . 

1専門科目（日本語で解答）
Major Subjects (in japanese)

2小論文
 Composition
3口述試験

Oral Exam
4書類審査

Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類審査
Application Document Screening

2口述試験
Oral Exam

※国外に居住し、希望する者
は Skype でのビデオ通話に

よる口述試験も可能
Overseas applicants can opt  

for a Skype interview.

1筆答試験 （英語特別試験受験者のみ）
  Written Exam（Applicable only to those taking the Special English Exam）

2口述試験
Oral Exam
3書類審査

Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類審査
Application Document Screening

2口述試験
Oral Exam

※口述試験当日に日本に滞在していないことを理由に、 
口述試験が免除されることがある

If, on the day that the oral exam is held you are not residing in Japan, an exemption may be granted

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language
2総合科目  Japan and the World

3数学（コース1または2） Mathematics (Course 1 or 2)

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese ― ― ―

参照する試験
Refered EJU

2015 年 6 月以降の試験
The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験
English Examination

課さない
None

課さない
None

英語特別入試受験者（国際関係論専攻・国際法専攻）のみ筆答試験を課す
Applicable only for those taking the Special English Exam

 (Major: International Relations and International Law).

課さない
None

備考
Others ―

提出書類：
日本語能力試験の合否結果通知書または日本留学試験（日本語）

の成績通知書（ただし、日本の大学を卒業した者を除く）
Required Documents: 

EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test result  
(Except for students who graduated Japanese colleges or universities)

提出書類：
英語能力を証明する書類

Required Documents: 
Certification of English proficiency

提出書類：
日本語能力試験の合否結果通知書または日本留学試験（日本語）の成績通知書 

（ただし、日本の大学を卒業した者を除く）
Required Documents: 

EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test result 
(Except for students who graduated Japanese colleges or universities)

―
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■経済学部・経済学研究科 Economics

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻 Divisions 経済学科 Economics 経済学 Economics 経済学 Economics 募集：大学院のみ Recruiting Program: Graduate

学位の種類 Degree Awarded 学士（経済学） Bachelor of Economics 修士（経済学） Master of Economics 博士（経済学） Doctor of Philosophy in Economics 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students.

Special consideration will be given to international students.

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

83（前期課程各選抜含む）
（total of all selection types for master’s degree program）

22（後期課程各選抜含む）
（total of admission capacity of all selection types for doctoral program）

若干名
a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 3 233 （前期課程各選抜含む）

（total of all selection types for master’s degree program）
14（後期課程各選抜含む）

（total of all selection types for doctoral program）
非公開

Not Available

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 2 127 （前期課程各選抜含む）

（total of all selection types for master’s degree program）
11（後期課程各選抜含む）

（total of all selection types for doctoral program）　
非公開

Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月下旬
Late December

Ⅰ期：6月中旬 Semester I : Middle of June
Ⅱ期：10月下旬 Semester II : Late October

10月下旬
 Late October

【4月入学　April Entry】7月下旬 Middle of July　※日本国内在住者のみ Only for Resident of Japan
【10月入学　October Entry】4月初旬 Early April　※日本国外在住者のみ Only for Non-Resident of Japan

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.大学HP参照
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

学部HP参照
Please refer to the faculty website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/gakubu/gakubu.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/daigakuin/nyushi_gs/index.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/daigakuin/nyushi_gs/index.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school Website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/daigakuin/nyushi_gs/index.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

日本国外在住者の場合は、研究科HPからダウンロード
For Non-Resident of Japan, downloadable from the graduate shool website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/daigakuin/nyushi_gs/index.html

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/
index.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html 書類審査のみのため非公開
Not Available神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照

Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力試験1級の合否結果通知書
Japanese Language Proficiency Test Level N1 Certificate

入学月（2016年度）Entry （AY2016） 4月 April 4月 April 4月 April 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

Ⅰ期：2015年6月25日まで  Semester I : by Jun. 25, 2015
Ⅱ期：2015年12月18日まで  Semester II : by Dec. 18, 2015

2015年12月18日まで
by Dec. 18, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月9日  Semester I : Jul. 9, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日  Semester II : Jan. 8, 2016

2016年1月4日
Jan. 4, 2016

【4月入学　April Entry】 ※日本国内在住者のみ　2016年1月29日～　Only for Resident of Japan : Jan. 29 2016
【10月入学　October Entry】 ※日本国外在住者のみ　2016年4月中旬　Only for Non-Resident of Japan : Middle of April, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年7月16日  Semester I : Jul. 16, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日  Semester II : Jan. 8, 2016

2016年1月8日
Jan. 8, 2016

【4月入学　April Entry】 ※日本国内在住者のみ　2016年2月5日　Only for Resident of Japan : Feb. 5, 2016
【10月入学　October Entry】 ※日本国外在住者のみ　2016年4月下旬　Only for Non-Resident of Japan : Late April, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年8月21日  Semester I : Aug. 21, 2015
Ⅱ期：2016年2月16日  Semester II : Feb. 16, 2016

2016年2月6日
Feb. 6, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年9月7日  Semester I : Sep. 7, 2015
Ⅱ期：2016年3月9日  Semester II : Mar. 9, 2016

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

【4月入学　April Entry】 3月中旬  Middle of March
【10月入学　October Entry】 5月下旬  Late May

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無　Not Available 無　Not Available 無　Not Available 有　Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可　Available 可　Available 可　Available 可　Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要　Necessary 要　Necessary 要　Necessary 不要　Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1国語 Japanese 
2数学 Mathematics

3英語 English
4面接 Interview

5書類審査 Application Document Screening

1語学（日本語と英語） Japanese, Engliish
2専門科目 Major Subject
3口述試験 Oral Exams

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認は不要
Not requied to obtain an approval from a professor/supervisor in advance.

※語学については、試験は実施しません。
No original Language Exam will be conducted  by the Faculty.

1語学（日本語と英語）Japanese, English
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認は不要
Not requied to obtain an approval from a professor/supervisor in advance.

※語学については、試験は実施しません。
No original Language Exam will be conducted  by the Faculty.

1書類審査
1日本語の学習暦　2留学費用の説明書　3研究概要　4研究計画書　5以下のいずれか1点
◦日本留学試験の成績通知書　
◦日本語能力試験N1レベル（1級）の合否結果通知書（写）
◦出身大学もしくはそれに準ずる教育機関の日本語指導責任者が作成する何らかの日本語能力証明書
6推薦書　7健康診断書
1Application Document Screening
1 Japanese Language Study Record　2 Documentation of Funding Plan　3 Summary of Research　4 Research Plan　5 One from the following
◦EJU Test Score Report
◦Japanese Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate （Copy）
◦A Certificate to verify the posession of Japanese Proficiency from applicant’s University or the Chief Advisor/Professor of 

Japanese Language Course of a Proper Educational Institution
6 Letter of Recommendation　7 Medical Examination Report
※指導教員の事前承認は不要　Not requied to obtain an approval from a professor/suprevisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language
2総合科目  Japan and the World

3数学（コース1または2） Mathematics （Course 1 or 2）

日本語  Japanese as a Foreign Language
※ただし日本語能力試験N1レベル（1級）合否結果通知書を提出する人は受験不要
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate.

日本語 Japanese as a Foreign Language
※ただし日本語能力試験N1レベル（1級）合否結果通知書を提出する人は受験不要
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate.

日本語  Japanese as a Foreign Language
※ただし日本語能力試験N1レベル（1級）合否通知書を提出する人は受験不要

語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate. 

Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

出題言語 Language in EJU 日本語、英語どちらでも可 Either Japanese or English 日本語 Japanese 日本語 Japanese 日本語 Japanese

参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June, 2015 ― ― ―

英語試験
English Examination

大学独自の試験を課す
Examinations conducted by university

TOEIC/TOEFL
※提出は任意。JLPTまたはEJU（日本語科目）の成績と比較し、成績の良い方を外国語試験の成
績として採用。語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効
Optional. TOEIC/TOEFL Score will be compared with JLPT/EJU（Japanese） score and take a better one as a 

foreign Language Exam Score. Submit a score report taken no more than two years before the application deadline.

TOEIC/TOEFL
※提出は任意。JLPTまたはEJU（日本語科目）の成績と比較し、成績の良い方を外国語試験の成績

として採用。語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効
Optional. TOEIC/TOEFL Score will be compared with JLPT/EJU（Japanese） score and take a better one as a 

foreign Language Exam Score. Submit a score report taken no more than two years before the application deadline.

課さない
None

備考
Others ―

提出書類：
日本語能力試験N1（1級レベル）合格認定書または日本留学試験（日本語）の成績通知書
語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効

Requied Documents:
EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate

Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

提出書類：
日本語能力試験N1（1級レベル）合格認定書または日本留学試験（日本語）の成績通知書

語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効
Requied Documents:

EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate
Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、住民票（写）
（日本国内在住者）が必要です。

Required following; application form, resume, graduation （completion） certificate, transcript,  photos and 
copy of Certificate of Residence.（those who live in Japan）
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻 Divisions 経済学科 Economics 経済学 Economics 経済学 Economics 募集：大学院のみ Recruiting Program: Graduate

学位の種類 Degree Awarded 学士（経済学） Bachelor of Economics 修士（経済学） Master of Economics 博士（経済学） Doctor of Philosophy in Economics 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students.

Special consideration will be given to international students.

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

83（前期課程各選抜含む）
（total of all selection types for master’s degree program）

22（後期課程各選抜含む）
（total of admission capacity of all selection types for doctoral program）

若干名
a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 3 233 （前期課程各選抜含む）

（total of all selection types for master’s degree program）
14（後期課程各選抜含む）

（total of all selection types for doctoral program）
非公開

Not Available

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 2 127 （前期課程各選抜含む）

（total of all selection types for master’s degree program）
11（後期課程各選抜含む）

（total of all selection types for doctoral program）　
非公開

Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月下旬
Late December

Ⅰ期：6月中旬 Semester I : Middle of June
Ⅱ期：10月下旬 Semester II : Late October

10月下旬
 Late October

【4月入学　April Entry】7月下旬 Middle of July　※日本国内在住者のみ Only for Resident of Japan
【10月入学　October Entry】4月初旬 Early April　※日本国外在住者のみ Only for Non-Resident of Japan

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.大学HP参照
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

学部HP参照
Please refer to the faculty website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/gakubu/gakubu.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/daigakuin/nyushi_gs/index.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/daigakuin/nyushi_gs/index.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school Website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/daigakuin/nyushi_gs/index.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

日本国外在住者の場合は、研究科HPからダウンロード
For Non-Resident of Japan, downloadable from the graduate shool website.

▶ http://www.econ.kobe-u.ac.jp/doc/juken/daigakuin/nyushi_gs/index.html

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/
index.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html 書類審査のみのため非公開
Not Available神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照

Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力試験1級の合否結果通知書
Japanese Language Proficiency Test Level N1 Certificate

入学月（2016年度）Entry （AY2016） 4月 April 4月 April 4月 April 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

Ⅰ期：2015年6月25日まで  Semester I : by Jun. 25, 2015
Ⅱ期：2015年12月18日まで  Semester II : by Dec. 18, 2015

2015年12月18日まで
by Dec. 18, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月9日  Semester I : Jul. 9, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日  Semester II : Jan. 8, 2016

2016年1月4日
Jan. 4, 2016

【4月入学　April Entry】 ※日本国内在住者のみ　2016年1月29日～　Only for Resident of Japan : Jan. 29 2016
【10月入学　October Entry】 ※日本国外在住者のみ　2016年4月中旬　Only for Non-Resident of Japan : Middle of April, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年7月16日  Semester I : Jul. 16, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日  Semester II : Jan. 8, 2016

2016年1月8日
Jan. 8, 2016

【4月入学　April Entry】 ※日本国内在住者のみ　2016年2月5日　Only for Resident of Japan : Feb. 5, 2016
【10月入学　October Entry】 ※日本国外在住者のみ　2016年4月下旬　Only for Non-Resident of Japan : Late April, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年8月21日  Semester I : Aug. 21, 2015
Ⅱ期：2016年2月16日  Semester II : Feb. 16, 2016

2016年2月6日
Feb. 6, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年9月7日  Semester I : Sep. 7, 2015
Ⅱ期：2016年3月9日  Semester II : Mar. 9, 2016

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

【4月入学　April Entry】 3月中旬  Middle of March
【10月入学　October Entry】 5月下旬  Late May

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無　Not Available 無　Not Available 無　Not Available 有　Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可　Available 可　Available 可　Available 可　Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要　Necessary 要　Necessary 要　Necessary 不要　Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1国語 Japanese 
2数学 Mathematics

3英語 English
4面接 Interview

5書類審査 Application Document Screening

1語学（日本語と英語） Japanese, Engliish
2専門科目 Major Subject
3口述試験 Oral Exams

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認は不要
Not requied to obtain an approval from a professor/supervisor in advance.

※語学については、試験は実施しません。
No original Language Exam will be conducted  by the Faculty.

1語学（日本語と英語）Japanese, English
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認は不要
Not requied to obtain an approval from a professor/supervisor in advance.

※語学については、試験は実施しません。
No original Language Exam will be conducted  by the Faculty.

1書類審査
1日本語の学習暦　2留学費用の説明書　3研究概要　4研究計画書　5以下のいずれか1点
◦日本留学試験の成績通知書　
◦日本語能力試験N1レベル（1級）の合否結果通知書（写）
◦出身大学もしくはそれに準ずる教育機関の日本語指導責任者が作成する何らかの日本語能力証明書
6推薦書　7健康診断書
1Application Document Screening
1 Japanese Language Study Record　2 Documentation of Funding Plan　3 Summary of Research　4 Research Plan　5 One from the following
◦EJU Test Score Report
◦Japanese Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate （Copy）
◦A Certificate to verify the posession of Japanese Proficiency from applicant’s University or the Chief Advisor/Professor of 

Japanese Language Course of a Proper Educational Institution
6 Letter of Recommendation　7 Medical Examination Report
※指導教員の事前承認は不要　Not requied to obtain an approval from a professor/suprevisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language
2総合科目  Japan and the World

3数学（コース1または2） Mathematics （Course 1 or 2）

日本語  Japanese as a Foreign Language
※ただし日本語能力試験N1レベル（1級）合否結果通知書を提出する人は受験不要
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate.

日本語 Japanese as a Foreign Language
※ただし日本語能力試験N1レベル（1級）合否結果通知書を提出する人は受験不要
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate.

日本語  Japanese as a Foreign Language
※ただし日本語能力試験N1レベル（1級）合否通知書を提出する人は受験不要

語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate. 

Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

出題言語 Language in EJU 日本語、英語どちらでも可 Either Japanese or English 日本語 Japanese 日本語 Japanese 日本語 Japanese

参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June, 2015 ― ― ―

英語試験
English Examination

大学独自の試験を課す
Examinations conducted by university

TOEIC/TOEFL
※提出は任意。JLPTまたはEJU（日本語科目）の成績と比較し、成績の良い方を外国語試験の成
績として採用。語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効
Optional. TOEIC/TOEFL Score will be compared with JLPT/EJU（Japanese） score and take a better one as a 

foreign Language Exam Score. Submit a score report taken no more than two years before the application deadline.

TOEIC/TOEFL
※提出は任意。JLPTまたはEJU（日本語科目）の成績と比較し、成績の良い方を外国語試験の成績

として採用。語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効
Optional. TOEIC/TOEFL Score will be compared with JLPT/EJU（Japanese） score and take a better one as a 

foreign Language Exam Score. Submit a score report taken no more than two years before the application deadline.

課さない
None

備考
Others ―

提出書類：
日本語能力試験N1（1級レベル）合格認定書または日本留学試験（日本語）の成績通知書
語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効

Requied Documents:
EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate

Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

提出書類：
日本語能力試験N1（1級レベル）合格認定書または日本留学試験（日本語）の成績通知書

語学能力証明書は全て出願月からさかのぼって2年以内に受験したもののみ有効
Requied Documents:

EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） Certificate
Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、住民票（写）
（日本国内在住者）が必要です。

Required following; application form, resume, graduation （completion） certificate, transcript,  photos and 
copy of Certificate of Residence.（those who live in Japan）
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■経営学部・経営学研究科 Business Administration

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

経営学科
Business Administration

経営学専攻
Business Administration

経営学専攻
Business Administration

募集：大学院のみ
Recruiting Program: Graduate

学位の種類
Degree Awarded

学士（経営学）または学士（商学）
Bachelor of Business Administration / Bachelor of Commercial Science

修士（経営学）または修士（商学）
Master of Arts in Business Administration / Master of Arts in Commerce

博士（経営学）または博士（商学）
Doctor of Business Administration / Doctor of Commercial Science

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. 

Special consideration will be given to international students.

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

非公開
Not Available

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 1 84 3 33
合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 1 27 1 18

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

Ⅰ期：6月中旬 Middle of June
Ⅱ期：11月中旬 Middle of November

11月中旬
Middle of November

6月下旬
Late June

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

大学HP参照
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.b.kobe-u.ac.jp/info/news/exam/index.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.b.kobe-u.ac.jp/info/news/exam/index.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/
examin/index.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html 書類審査のみのため非公開
Not Available神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照

Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力検定N1レベル
Japanese Language Proficiency Test Level N1

入学月（2016年度）Entry （AY2016） 4月 April 4月 April 4月 April 4月 April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月10日  Semester I : Jul. 10, 2015
Ⅱ期：2016年1月4日  Semester II : Jan. 4, 2016

2016年1月4日
Jan. 4, 2016

2016年1月6日 Jan. 6, 2016
（日本国外在住者は2015年11月5日）

Non-Resident of Japan: by Nov. 5, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年7月17日  Semester I : Jul. 17, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日  Semester II: Jan. 8, 2016

2016年1月8日
Jan. 8, 2016

2016年1月15日 Jan. 15, 2016
（日本国外在住者は2015年11月13日）

Non-Resident in Japan: by Nov. 13, 2015

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年8月26日  Semester I : Aug. 26, 2015
Ⅱ期：2016年2月15日  Semester II : Feb. 15, 2016

2016年3月1-2日
Mar. 1-2, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年9月11日  Semester I : Sep. 11, 2015
Ⅱ期：2016年3月9日  Semester II : Mar. 9, 2016

2016年3月18日
Mar. 18, 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

不可
Not Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1国語
Japanese 
2英語
English
3数学

Mathematics
4面接
Interview

5書類審査
Application Document Screening

1英語
English 

2専門科目（日本語でも英語でも解答可） 
Major Subject （either in Japanese or English）

3 面接
Interview

4書類審査
Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1 英語
English 

2 専門科目（日本語でも英語でも解答可） 
Major Subject （either in Japanese or English）

3 口述試験
Oral Examination
4 書類審査

Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類選考
1 研究事項に関する研究業績概要（日本語で4,000字程度）
2 以下のいずれか1点
◦日本語能力検定N1レベル
◦日本留学試験（日本語）の成績通知書（写）
1Application Document Screening
1 Summary of Previous Research Accomplishment in the Field （About 4,000 words in Japanese only）
2 One from the following;
◦Japanese Language Proficiency Test Level N1 Score Report（Copy）
◦EUJ Test （Japanese） Score Report （Copy）
※指導教員の事前承認を得ていることが望ましい
Preferable to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as Foreign Language 
2数学（コース 1 または 2） Mathematics （Course 1 or 2）
3総合科目または理科（2 科目自由選択） Japan and 
the World or Science （choose 2 from physics, chemistry and biology） 

日本語  Japanese as a Foreign Language

※ただし日本語能力試験 N1 レベル合格認定書を提出する人は受験不要
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 

（Level 1） Certificate.

受験は必須ではない
Not Required to take EJU

日本語  Japanese as a Foreign Language

※ただし日本語能力試験N1レベル合格認定書を提出する人は受験不要
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） 

Certificate.

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese

日本語
Japanese ― 日本語

Japanese

参照する試験
Refered EJU

2015年6月以降の試験
The Exams after June 2015

2015年6月以降の試験
The Exams after June 2015 ― ―

英語試験 English Examination 大学独自の試験を課す Examinations conducted by university 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 課さない None

備考
Others ―

提出書類：
日本語能力試験N1（1級レベル）合格認定書または日本留学試験（日本語）の成績通知書

Requied Documents :
EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） 

Certificate

―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真が必要です。全ての書類は日
本語または英語で書かれていること。他の言語の場合は公的機関による翻訳を添付すること。
Required following; application form, resume, graduation （completion） certificate, transcript, and photos 
of the applicant. All required documents must be written in Japanese or English. In case of using other 

language, applicants must attach the translation issued by the public institute.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

経営学科
Business Administration

経営学専攻
Business Administration

経営学専攻
Business Administration

募集：大学院のみ
Recruiting Program: Graduate

学位の種類
Degree Awarded

学士（経営学）または学士（商学）
Bachelor of Business Administration / Bachelor of Commercial Science

修士（経営学）または修士（商学）
Master of Arts in Business Administration / Master of Arts in Commerce

博士（経営学）または博士（商学）
Doctor of Business Administration / Doctor of Commercial Science

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. 

Special consideration will be given to international students.

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

非公開
Not Available

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 1 84 3 33
合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 1 27 1 18

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

Ⅰ期：6月中旬 Middle of June
Ⅱ期：11月中旬 Middle of November

11月中旬
Middle of November

6月下旬
Late June

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

大学HP参照
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.b.kobe-u.ac.jp/info/news/exam/index.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.b.kobe-u.ac.jp/info/news/exam/index.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/
examin/index.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html 書類審査のみのため非公開
Not Available神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照

Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

日本語能力検定N1レベル
Japanese Language Proficiency Test Level N1

入学月（2016年度）Entry （AY2016） 4月 April 4月 April 4月 April 4月 April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月10日  Semester I : Jul. 10, 2015
Ⅱ期：2016年1月4日  Semester II : Jan. 4, 2016

2016年1月4日
Jan. 4, 2016

2016年1月6日 Jan. 6, 2016
（日本国外在住者は2015年11月5日）

Non-Resident of Japan: by Nov. 5, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年7月17日  Semester I : Jul. 17, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日  Semester II: Jan. 8, 2016

2016年1月8日
Jan. 8, 2016

2016年1月15日 Jan. 15, 2016
（日本国外在住者は2015年11月13日）

Non-Resident in Japan: by Nov. 13, 2015

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年8月26日  Semester I : Aug. 26, 2015
Ⅱ期：2016年2月15日  Semester II : Feb. 15, 2016

2016年3月1-2日
Mar. 1-2, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年9月11日  Semester I : Sep. 11, 2015
Ⅱ期：2016年3月9日  Semester II : Mar. 9, 2016

2016年3月18日
Mar. 18, 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

不可
Not Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1国語
Japanese 
2英語
English
3数学

Mathematics
4面接
Interview

5書類審査
Application Document Screening

1英語
English 

2専門科目（日本語でも英語でも解答可） 
Major Subject （either in Japanese or English）

3 面接
Interview

4書類審査
Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1 英語
English 

2 専門科目（日本語でも英語でも解答可） 
Major Subject （either in Japanese or English）

3 口述試験
Oral Examination
4 書類審査

Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類選考
1 研究事項に関する研究業績概要（日本語で4,000字程度）
2 以下のいずれか1点
◦日本語能力検定N1レベル
◦日本留学試験（日本語）の成績通知書（写）
1Application Document Screening
1 Summary of Previous Research Accomplishment in the Field （About 4,000 words in Japanese only）
2 One from the following;
◦Japanese Language Proficiency Test Level N1 Score Report（Copy）
◦EUJ Test （Japanese） Score Report （Copy）
※指導教員の事前承認を得ていることが望ましい
Preferable to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as Foreign Language 
2数学（コース 1 または 2） Mathematics （Course 1 or 2）
3総合科目または理科（2 科目自由選択） Japan and 
the World or Science （choose 2 from physics, chemistry and biology） 

日本語  Japanese as a Foreign Language

※ただし日本語能力試験 N1 レベル合格認定書を提出する人は受験不要
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 

（Level 1） Certificate.

受験は必須ではない
Not Required to take EJU

日本語  Japanese as a Foreign Language

※ただし日本語能力試験N1レベル合格認定書を提出する人は受験不要
Not required to take EJU for those to submit Japanse Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） 

Certificate.

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese

日本語
Japanese ― 日本語

Japanese

参照する試験
Refered EJU

2015年6月以降の試験
The Exams after June 2015

2015年6月以降の試験
The Exams after June 2015 ― ―

英語試験 English Examination 大学独自の試験を課す Examinations conducted by university 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 課さない None

備考
Others ―

提出書類：
日本語能力試験N1（1級レベル）合格認定書または日本留学試験（日本語）の成績通知書

Requied Documents :
EJU test Score Report or Japanese Language Proficiency Test Level N1 （Level 1） 

Certificate

―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真が必要です。全ての書類は日
本語または英語で書かれていること。他の言語の場合は公的機関による翻訳を添付すること。
Required following; application form, resume, graduation （completion） certificate, transcript, and photos 
of the applicant. All required documents must be written in Japanese or English. In case of using other 

language, applicants must attach the translation issued by the public institute.
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■理学部・理学研究科 Science

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

数学科
Mathematics

物理学科
Physics

化学科
Chemistry

生物学科
Biology

惑星学科
Planetology

数学
Mathematics

物理学
Physics

化学
Chemistry

生物学
Biology

惑星学
Planetology

数学
Mathematics

物理学
Physics

化学
Chemistry

生物学
Biology

惑星学
Planetology

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類 Degree Awarded 学士（理学） Bachelor of Science 修士（理学） Master of Science 博士（理学）または博士（学術） Doctor of Science / Doctor of Philosophy 無 None

留学生特別選抜 Foreign Students Examination 日本人と同一試験だが、別基準で評価 Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students. 有 Available 無 Not Available ―
募集定員（2016年度）Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few 若干名 a few 4 5 6 7 7 非公開 Not Available

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 1 0 1 5 1 0 0 0 1 1 0 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Graduate】 4
合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Gradyate】 4

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11月下旬
Late November

6月中旬
Middle of June

【4月入学　April Entry】 Ⅰ期：2015年6月中旬　Ⅱ期：2015年10月下旬　Ⅲ期：2015年12月下旬
Term I : middle of June, 2015　Term II : Late October, 2015　Term III : Late December, 2015

【10月入学　October Entry】 Ⅰ期：2015年10月下旬　Ⅱ期：2015年12月下旬　Ⅲ期：2016年6月中旬
Term I : Late October, 2015　Term II : Late December, 2015　Term III : middle of June, 2016

【4月入学　April Entry】 1月上旬 Early January
（日本国外在住者は9月下旬） Non-Resident of Japan: by Late September

【10月入学　October Entry】 6月下旬 Late June
（日本国外在住者は12月下旬） Non-Resident of Japan: by Late December

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

Please contact the faculty office for details.学部HP参照 Please refer to the faculty website.
▶ http://www.sci.kobe-u.ac.jp/exam/index.htm

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.sci.kobe-u.ac.jp/exam/index.htm

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.sci.kobe-u.ac.jp/exam/index.htm

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.
html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html 口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査のみのため過去問なし
Not Available神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照

Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月、10月（化学専攻、生物学専攻）
April, October （Department of Chemistry,Biology）

4月、10月
April, October

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not　Available

2015年6月22日まで
by Jun. 22, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月6日まで　Ⅱ期：2015年10月26日まで　Ⅲ期：2016年1月4日まで
Term I : by Jul. 6, 2015　Term II : by Oct. 26, 2015　Term III : by Jan. 4, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年10月26日まで　Ⅱ期：2016年1月4日まで　Ⅲ期：2016年7月中旬まで
Term I : by Oct. 26, 2015　Term II : by Jan. 4, 2016　Term III : by middle of July, 2016

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月18日
Jan. 18, 2016

2015年7月7日
Jul. 7, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月21日　Ⅱ期：2015年11月9日　Ⅲ期：2016年1月12日
Term I : Jul. 21, 2015　Term II : Nov. 9, 2015　Term III : Jan. 12, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月9日　Ⅱ期：2016年1月12日　Ⅲ期：2016年7月下旬
Term I : Nov. 9, 2015　Term II : Jan. 12, 2016　Term III : Late July, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月26日　Feb. 26, 2016
（日本国外在住者は11月9日）Non-Resident of Japan: Nov. 9, 2015
【10月入学　October Entry】2016年8月中旬　mid-August, 2016

（日本国外在住者は5月18日）Non-Resident of Japan: May 18, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年1月22日
Jan. 22, 2016

2015年7月10日
Jul. 10, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月24日　Ⅱ期：2015年11月12日　Ⅲ期：2016年1月14日
Term I : Jul. 24, 2015　Term II: Nov. 12, 2015　Term III : Jan. 14, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月12日　Ⅱ期：2016年1月14日　Ⅲ期：2016年7月下旬
Term I : Nov. 12, 2015　Term II : Jan. 14, 2016　Term III : Late July, 2016

【4月入学　April Entry】2016年3月1日　Mar. 1, 2016
（日本国外在住者は11月12日）Non-Resident of Japan: Nov. 12, 2015

【10月入学　October Entry】2016年8月中旬　mid-August, 2016
（日本国外在住者は5月20日）Non-Resident of Japan: May 20, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2015年8月19
日及び8月20日
Aug. 19, 2015 and 

Aug. 20, 2015

2015年8月25
日及び8月26日
Aug. 25, 2015 and 

Aug. 26, 2015

2015年8月
24日

Aug. 24, 2015

2015年8月8日
及び8月9日

Aug. 8, 2015 and 
Aug. 9, 2015

2015年9月2日
及び9月3日

Sep. 2, 2015 and 
Sep. 3, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年8月21日-9月1日　Ⅱ期：2015年12月1日-12月11日　Ⅲ期：2016年2月9日-18日
Term I : Aug. 21 - Sep. 1, 2015　Term II : Dec. 1 - Dec. 11, 2015　Term III : Feb. 9 - Feb. 18, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年12月1日-11日　Ⅱ期：2016年2月9日-18日　Ⅲ期：2016年8月下旬
Term I : Dec. 1 - Dec. 11, 2015　Term II : Feb. 9 - Feb. 18, 2016　Term III : Late August, 2016

―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

2015年9月16日
Sep. 16, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年9月16日　Ⅱ期：2015年12月24日　Ⅲ期：2016年3月10日
Term I : Sep. 16, 2015　Term II : Dec. 24, 2015　Term III : Mar. 10, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年12月24日　Ⅱ期：2016年3月10日　Ⅲ期：2016年9月中旬
Term I : Dec. 24, 2015　Term II : Mar. 10, 2016　Term III : middle of September, 2016

―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無 Not Available 無 Not Available 無 Not Available 有 Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可 Available 不可 Not Available 可 Available 可 Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要 Necessary 要 Necessary 要 Necessary 不要 Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1英語 English
2数学 Mathematics

3理科（物理、化学、生物、地学から2科目選択）  
Science（choose 2 from Physical Science,Chemistry,Biology,and Physical Geography）

4面接 Interview

1英語 English
2専門科目 Major Subject

3面接 Interview
4書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1 書類審査 Application Document Screening
2 口述試験 Oral Exam

※指導教員の事前承認が必要
Require to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

1書類審査
1 研究計画書
1Application Document Screening
1 Research Plan
※指導教員の事前承認が必要

Require to obtain an approval from the professor/supervisor in advance

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language

受験は必須ではない Not required to take EJU 受験は必須ではない Not required to take EJU 受験は必須ではない Not required to take EJU

2数学（コース2） Mathematics （Course 2）

3理科（2科
目自由選択）
Sicence （choose 2 

from physics, chemistry 
and biology）

3理科（物理
と1科目選択）

Science （physics 
and choose1 from 

chemistry and biology）

3理科（物
理、化学）
Science 

（physics and 
chemistry）

3理科（化
学、生物）

Science 
（chemistry 
and biology）

3理科（2科
目自由選択）
Science （choose 
2 from physics, 

chemistry and biology）

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese ― ― ―
参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 English Examination 大学独自の試験を課す Examinations conducted by university 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 課さない None 課さない None

備考
Others ―

研究生として在籍した後受験すること
Applicants must have enrolled as research students before taking the entrance 

examination.
―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、会社等に在職している者
は所属長の承諾書、日本に居住している外国人の志願者は、市区町村長の発行する「住民

票の写し（30日以内に作成されたものに限る）」又は「在留カードの写し」を提出してください。
Required following; application form, resume, graduation (completion) certificate, transcript, photo, written 

approval from the head of institution (only for those who are employed), Certificate of Residence: An applicant 
who resides in Japan must submit a copy of the “Certificate of Residence” issued within 30 days by a local 
administration office in Japan or copies of both sides of the “Residence Card” issued by a Municipal office.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

数学科
Mathematics

物理学科
Physics

化学科
Chemistry

生物学科
Biology

惑星学科
Planetology

数学
Mathematics

物理学
Physics

化学
Chemistry

生物学
Biology

惑星学
Planetology

数学
Mathematics

物理学
Physics

化学
Chemistry

生物学
Biology

惑星学
Planetology

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類 Degree Awarded 学士（理学） Bachelor of Science 修士（理学） Master of Science 博士（理学）または博士（学術） Doctor of Science / Doctor of Philosophy 無 None

留学生特別選抜 Foreign Students Examination 日本人と同一試験だが、別基準で評価 Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students. 有 Available 無 Not Available ―
募集定員（2016年度）Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few 若干名 a few 4 5 6 7 7 非公開 Not Available

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 1 0 1 5 1 0 0 0 1 1 0 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Graduate】 4
合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Gradyate】 4

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11月下旬
Late November

6月中旬
Middle of June

【4月入学　April Entry】 Ⅰ期：2015年6月中旬　Ⅱ期：2015年10月下旬　Ⅲ期：2015年12月下旬
Term I : middle of June, 2015　Term II : Late October, 2015　Term III : Late December, 2015

【10月入学　October Entry】 Ⅰ期：2015年10月下旬　Ⅱ期：2015年12月下旬　Ⅲ期：2016年6月中旬
Term I : Late October, 2015　Term II : Late December, 2015　Term III : middle of June, 2016

【4月入学　April Entry】 1月上旬 Early January
（日本国外在住者は9月下旬） Non-Resident of Japan: by Late September

【10月入学　October Entry】 6月下旬 Late June
（日本国外在住者は12月下旬） Non-Resident of Japan: by Late December

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

Please contact the faculty office for details.学部HP参照 Please refer to the faculty website.
▶ http://www.sci.kobe-u.ac.jp/exam/index.htm

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.sci.kobe-u.ac.jp/exam/index.htm

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.sci.kobe-u.ac.jp/exam/index.htm

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.
html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html 口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査のみのため過去問なし
Not Available神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照

Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 
▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月、10月（化学専攻、生物学専攻）
April, October （Department of Chemistry,Biology）

4月、10月
April, October

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not　Available

2015年6月22日まで
by Jun. 22, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月6日まで　Ⅱ期：2015年10月26日まで　Ⅲ期：2016年1月4日まで
Term I : by Jul. 6, 2015　Term II : by Oct. 26, 2015　Term III : by Jan. 4, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年10月26日まで　Ⅱ期：2016年1月4日まで　Ⅲ期：2016年7月中旬まで
Term I : by Oct. 26, 2015　Term II : by Jan. 4, 2016　Term III : by middle of July, 2016

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月18日
Jan. 18, 2016

2015年7月7日
Jul. 7, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月21日　Ⅱ期：2015年11月9日　Ⅲ期：2016年1月12日
Term I : Jul. 21, 2015　Term II : Nov. 9, 2015　Term III : Jan. 12, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月9日　Ⅱ期：2016年1月12日　Ⅲ期：2016年7月下旬
Term I : Nov. 9, 2015　Term II : Jan. 12, 2016　Term III : Late July, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月26日　Feb. 26, 2016
（日本国外在住者は11月9日）Non-Resident of Japan: Nov. 9, 2015
【10月入学　October Entry】2016年8月中旬　mid-August, 2016

（日本国外在住者は5月18日）Non-Resident of Japan: May 18, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年1月22日
Jan. 22, 2016

2015年7月10日
Jul. 10, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月24日　Ⅱ期：2015年11月12日　Ⅲ期：2016年1月14日
Term I : Jul. 24, 2015　Term II: Nov. 12, 2015　Term III : Jan. 14, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月12日　Ⅱ期：2016年1月14日　Ⅲ期：2016年7月下旬
Term I : Nov. 12, 2015　Term II : Jan. 14, 2016　Term III : Late July, 2016

【4月入学　April Entry】2016年3月1日　Mar. 1, 2016
（日本国外在住者は11月12日）Non-Resident of Japan: Nov. 12, 2015

【10月入学　October Entry】2016年8月中旬　mid-August, 2016
（日本国外在住者は5月20日）Non-Resident of Japan: May 20, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2015年8月19
日及び8月20日
Aug. 19, 2015 and 

Aug. 20, 2015

2015年8月25
日及び8月26日
Aug. 25, 2015 and 

Aug. 26, 2015

2015年8月
24日

Aug. 24, 2015

2015年8月8日
及び8月9日

Aug. 8, 2015 and 
Aug. 9, 2015

2015年9月2日
及び9月3日

Sep. 2, 2015 and 
Sep. 3, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年8月21日-9月1日　Ⅱ期：2015年12月1日-12月11日　Ⅲ期：2016年2月9日-18日
Term I : Aug. 21 - Sep. 1, 2015　Term II : Dec. 1 - Dec. 11, 2015　Term III : Feb. 9 - Feb. 18, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年12月1日-11日　Ⅱ期：2016年2月9日-18日　Ⅲ期：2016年8月下旬
Term I : Dec. 1 - Dec. 11, 2015　Term II : Feb. 9 - Feb. 18, 2016　Term III : Late August, 2016

―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

2015年9月16日
Sep. 16, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年9月16日　Ⅱ期：2015年12月24日　Ⅲ期：2016年3月10日
Term I : Sep. 16, 2015　Term II : Dec. 24, 2015　Term III : Mar. 10, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年12月24日　Ⅱ期：2016年3月10日　Ⅲ期：2016年9月中旬
Term I : Dec. 24, 2015　Term II : Mar. 10, 2016　Term III : middle of September, 2016

―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無 Not Available 無 Not Available 無 Not Available 有 Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可 Available 不可 Not Available 可 Available 可 Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要 Necessary 要 Necessary 要 Necessary 不要 Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1英語 English
2数学 Mathematics

3理科（物理、化学、生物、地学から2科目選択）  
Science（choose 2 from Physical Science,Chemistry,Biology,and Physical Geography）

4面接 Interview

1英語 English
2専門科目 Major Subject

3面接 Interview
4書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1 書類審査 Application Document Screening
2 口述試験 Oral Exam

※指導教員の事前承認が必要
Require to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

1書類審査
1 研究計画書
1Application Document Screening
1 Research Plan
※指導教員の事前承認が必要

Require to obtain an approval from the professor/supervisor in advance

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language

受験は必須ではない Not required to take EJU 受験は必須ではない Not required to take EJU 受験は必須ではない Not required to take EJU

2数学（コース2） Mathematics （Course 2）

3理科（2科
目自由選択）
Sicence （choose 2 

from physics, chemistry 
and biology）

3理科（物理
と1科目選択）

Science （physics 
and choose1 from 

chemistry and biology）

3理科（物
理、化学）
Science 

（physics and 
chemistry）

3理科（化
学、生物）

Science 
（chemistry 
and biology）

3理科（2科
目自由選択）
Science （choose 
2 from physics, 

chemistry and biology）

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese ― ― ―
参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 English Examination 大学独自の試験を課す Examinations conducted by university 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 課さない None 課さない None

備考
Others ―

研究生として在籍した後受験すること
Applicants must have enrolled as research students before taking the entrance 

examination.
―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、会社等に在職している者
は所属長の承諾書、日本に居住している外国人の志願者は、市区町村長の発行する「住民

票の写し（30日以内に作成されたものに限る）」又は「在留カードの写し」を提出してください。
Required following; application form, resume, graduation (completion) certificate, transcript, photo, written 

approval from the head of institution (only for those who are employed), Certificate of Residence: An applicant 
who resides in Japan must submit a copy of the “Certificate of Residence” issued within 30 days by a local 
administration office in Japan or copies of both sides of the “Residence Card” issued by a Municipal office.
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■医学部・医学研究科 Medicine

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科/専攻
Divisions

医学科
Medicine

保健学科
Health Sciences

バイオメディカルサイエンス
Biomedical Sciences

医科学
Medical Sciences

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類
Degree Awarded

学士（医学）
Degree of Gakushi-Igaku
（Doctor of Medicine）

学士（看護学）または学士（保健衛生学）または学士（保健学）
Bachelor of Science（Nursing） / Bachelor of Science（Medical Technology） / Bachelor 

of Science（Physical Therapy） / Bachelor of Science（Occupational Therapy）

修士（バイオメディカルサイエンス）
Master of Biomedical Science 

博士（医学）
Doctor of Philosophy

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international 

students.

無
Not Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few 0 非公開

Not Available
【医学部医学科・医学研究科　

　　Undergraduate （Medicine）/Graduate】
非公開 Not Available

【医学部保健学科　Undergraduate （Health Sciences）】
若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 2 0 1 13 【医学部保健学科　Undeergraduate （Health Sciences）】

0

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 0 0 1 11 【医学部保健学科　Undergraduate （Health Sciences）】

0

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

12月上旬
Early December

5月上旬
Early May

5月上旬
Early May

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る

Send a self-addressed stamped envelop （24×
33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty 

office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.大学HP参照

Please refer to the university website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/
admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/
admission/admission02/grad_results.html

書類審査のみのため非公開
Not Available

事務室で閲覧（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）

事務室で閲覧（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月、10月
April, October

4月、10月
April, October

医学部医学科、医学研究科Medicine （Undergraduate/Graduate）：
毎月 every month

医学部保健学科 Health Sciences：
4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2015年12月14日まで
by Dec. 14, 2015

Ⅰ期：2015年5月29日まで  Semester I :  by May. 29, 2015
Ⅱ期：2015年11月13日まで  Semester II : by Nov. 13, 2015

Ⅰ期：2015年5月29日まで  Semester I :  by May. 29, 2015
Ⅱ期：2015年11月13日まで  Semester II : by Nov. 13, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年6月17日  Semester I : Jun. 17, 2015
Ⅱ期：2015年12月2日  Semester II : Dec. 2, 2015

Ⅰ期：2015年6月17日  Semester I : Jun. 17, 2015
Ⅱ期：2015年12月2日  Semester II : Dec. 2, 2015

入学月の前々月20日まで
by the 20th day of two month prior to enrollment

入学月の前々月末まで
By the month end, two month prior to enrollment

【4月入学　April Entry】日本国外在住者は11月30日まで 
Non-Resident of Japan: by Nov. 30

【10月入学　October Entry】日本国外在住者は5月31日まで 
Non-Resident of Japan: by May. 31

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年6月24日  Semester I : Jun. 24, 2015
Ⅱ期：2015年12月9日  Semestetr II : Dec. 9, 2015

Ⅰ期：2015年6月24日  Semester I : Jun. 24, 2015
Ⅱ期：2015年12月9日  Semestetr II : Dec. 9, 2015

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月28日  Semester I : Jul. 28, 2015
Ⅱ期：2016年1月25日  Semester II : Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月27日  Semester I : Jul. 27, 2015
Ⅱ期：2016年1月23日  Semester II : Jan. 23, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年8月26日  Semester I : Aug. 26, 2015
Ⅱ期：2016年2月17日  Semester II : Feb. 17, 2016

Ⅰ期：2015年8月26日  Semester I : Aug. 26, 2015
Ⅱ期：2016年2月17日  Semester II : Feb. 17, 2016 ―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無　Not Available 無　Not Available 無　Not Available 有　Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可　Available 不可　Not Available 可　Available 可　Available 可　Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要　Necessary 要　Necessary 要　Necessary 不要　Not Necessary

神戸大学　試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1数学
Mathematics

1英語
English

2口述試験
Oral Exam

3書類審査
Application Document Screening

※指導教員の承認を事前にとることを
勧めます

Recommended to find the professor/supervisor in 
advance.

1外国語（日本語または英語）
Japanese or English

2口述試験
Oral Exam

3書類審査
Application Document Screening

※指導教員の承認を事前にとることを勧めます
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類審査
　願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真が必要です。
1Application Document Screening
　Required following; application form, resume, health certificate, graduation （completion） certificate, transcript, and photos of the applicant.

2理科（物理、化学、生物から2つ）
Science （choose 2 from Physical Science, Chemistry, and Biology）

3英語  English 3外国語（英・独・仏・中から1つ）Foreign Language （choose 
1 from English, German, French and Chinese）

4面接 Interview

5書類審査 Application Document Screening ※指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/superviser in advance.

※指導教員の承認を事前にとることを勧めます
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

2数学（コース2）
Mathematics （Course 2） 2数学 （コース1または2）  Mathematics （Course 1 or 2）

3理科（2科目自由選択） Science （choose 2 from physics, chemistry and biology）

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese 日本語、英語どちらでも可 Either Japanese or English ― ― ―
参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験
English Examination

大学独自の試験を課す
Examinations conducted by university

TOEFL等英語圏留学用の試験を課す
TOEFL or other test for study abroad in English-speaking regions required

研究科独自の試験を課す
Examinations conducted by the graduate school

研究科独自の試験を課す
Examinations conducted by the graduate school

課さない
None

備考 Others ― ― ― ― ―
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科/専攻
Divisions

医学科
Medicine

保健学科
Health Sciences

バイオメディカルサイエンス
Biomedical Sciences

医科学
Medical Sciences

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類
Degree Awarded

学士（医学）
Degree of Gakushi-Igaku
（Doctor of Medicine）

学士（看護学）または学士（保健衛生学）または学士（保健学）
Bachelor of Science（Nursing） / Bachelor of Science（Medical Technology） / Bachelor 

of Science（Physical Therapy） / Bachelor of Science（Occupational Therapy）

修士（バイオメディカルサイエンス）
Master of Biomedical Science 

博士（医学）
Doctor of Philosophy

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international 

students.

無
Not Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few 0 非公開

Not Available
【医学部医学科・医学研究科　

　　Undergraduate （Medicine）/Graduate】
非公開 Not Available

【医学部保健学科　Undergraduate （Health Sciences）】
若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 2 0 1 13 【医学部保健学科　Undeergraduate （Health Sciences）】

0

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 0 0 1 11 【医学部保健学科　Undergraduate （Health Sciences）】

0

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

12月上旬
Early December

5月上旬
Early May

5月上旬
Early May

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る

Send a self-addressed stamped envelop （24×
33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty 

office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.大学HP参照

Please refer to the university website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/
admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/
admission/admission02/grad_results.html

書類審査のみのため非公開
Not Available

事務室で閲覧（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）

事務室で閲覧（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月、10月
April, October

4月、10月
April, October

医学部医学科、医学研究科Medicine （Undergraduate/Graduate）：
毎月 every month

医学部保健学科 Health Sciences：
4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2015年12月14日まで
by Dec. 14, 2015

Ⅰ期：2015年5月29日まで  Semester I :  by May. 29, 2015
Ⅱ期：2015年11月13日まで  Semester II : by Nov. 13, 2015

Ⅰ期：2015年5月29日まで  Semester I :  by May. 29, 2015
Ⅱ期：2015年11月13日まで  Semester II : by Nov. 13, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年6月17日  Semester I : Jun. 17, 2015
Ⅱ期：2015年12月2日  Semester II : Dec. 2, 2015

Ⅰ期：2015年6月17日  Semester I : Jun. 17, 2015
Ⅱ期：2015年12月2日  Semester II : Dec. 2, 2015

入学月の前々月20日まで
by the 20th day of two month prior to enrollment

入学月の前々月末まで
By the month end, two month prior to enrollment

【4月入学　April Entry】日本国外在住者は11月30日まで 
Non-Resident of Japan: by Nov. 30

【10月入学　October Entry】日本国外在住者は5月31日まで 
Non-Resident of Japan: by May. 31

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年6月24日  Semester I : Jun. 24, 2015
Ⅱ期：2015年12月9日  Semestetr II : Dec. 9, 2015

Ⅰ期：2015年6月24日  Semester I : Jun. 24, 2015
Ⅱ期：2015年12月9日  Semestetr II : Dec. 9, 2015

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月28日  Semester I : Jul. 28, 2015
Ⅱ期：2016年1月25日  Semester II : Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月27日  Semester I : Jul. 27, 2015
Ⅱ期：2016年1月23日  Semester II : Jan. 23, 2016 ―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年8月26日  Semester I : Aug. 26, 2015
Ⅱ期：2016年2月17日  Semester II : Feb. 17, 2016

Ⅰ期：2015年8月26日  Semester I : Aug. 26, 2015
Ⅱ期：2016年2月17日  Semester II : Feb. 17, 2016 ―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無　Not Available 無　Not Available 無　Not Available 有　Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可　Available 不可　Not Available 可　Available 可　Available 可　Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要　Necessary 要　Necessary 要　Necessary 不要　Not Necessary

神戸大学　試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1数学
Mathematics

1英語
English

2口述試験
Oral Exam

3書類審査
Application Document Screening

※指導教員の承認を事前にとることを
勧めます

Recommended to find the professor/supervisor in 
advance.

1外国語（日本語または英語）
Japanese or English

2口述試験
Oral Exam

3書類審査
Application Document Screening

※指導教員の承認を事前にとることを勧めます
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類審査
　願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真が必要です。
1Application Document Screening
　Required following; application form, resume, health certificate, graduation （completion） certificate, transcript, and photos of the applicant.

2理科（物理、化学、生物から2つ）
Science （choose 2 from Physical Science, Chemistry, and Biology）

3英語  English 3外国語（英・独・仏・中から1つ）Foreign Language （choose 
1 from English, German, French and Chinese）

4面接 Interview

5書類審査 Application Document Screening ※指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/superviser in advance.

※指導教員の承認を事前にとることを勧めます
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

2数学（コース2）
Mathematics （Course 2） 2数学 （コース1または2）  Mathematics （Course 1 or 2）

3理科（2科目自由選択） Science （choose 2 from physics, chemistry and biology）

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese 日本語、英語どちらでも可 Either Japanese or English ― ― ―
参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験
English Examination

大学独自の試験を課す
Examinations conducted by university

TOEFL等英語圏留学用の試験を課す
TOEFL or other test for study abroad in English-speaking regions required

研究科独自の試験を課す
Examinations conducted by the graduate school

研究科独自の試験を課す
Examinations conducted by the graduate school

課さない
None

備考 Others ― ― ― ― ―



88

神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■保健学研究科 Health Sciences

博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

保健学
Health Sciences

保健学
Health Sciences

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate

学位の種類
Degree Awarded

修士（保健学）
Master of Science

博士（保健学）
Doctor of Philosophy

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

非公開
Not Available

前年度受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 4 1 2

前年度合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 3 1 2

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月下旬
Late June

10月上旬
Early October

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty 

office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty 

office for details.研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.ams.kobe-u.ac.jp/entrance/index.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.ams.kobe-u.ac.jp/entrance/index.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

書類審査のみため過去問なし
Not Available

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2015年6月26日まで
by Jun. 26, 2015

2015年9月11日まで
by Sep. 11, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2015年7月14日
Jul. 14, 2015

2015年10月6日 
Oct. 6, 2015

入学月の前々月末まで
by the month end, two month prior to enrollment

【4月入学　April Entry】
日本国外在住者は11月27日まで Non-Resident of Japan: by Nov. 27

【10月入学　October Entry】
日本国外在住者は5月28日まで Non-Resident of Japan: by May. 28出願期間終了日

Dealine of Application
2015年7月17日 

Jul. 17, 2015
2015年10月9日 

Oct. 9, 2015

試験日
Date of Examination

2015年8月28日
Aug. 28, 2015

2015年11月25日
Nov. 25, 2015 ―

合格発表日
Date of Result

2015年9月18日
Sep. 18, 2015

2015年12月18日
Dec. 18, 2015 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1英語 English

2専門科目または小論文（英語で解答） Major Subject or Essay （in English）

3面接 Interview

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認が必要（大学で紹介しないが資料を提供する）
Required to obtain an approval from the professor/supervisor in advance. 

（ We do not introduce, but provide information.）

1英語 English

2専門科目または小論文（英語で解答） Major Subject or Essay （in English）

3面接 Interview

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認が必要
Required to obtain an approval from the professor/supervisor in advance. 

1書類審査
願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、外国人登録原票記載事
項証明書、写真が必要です。

1Application Document Screening
　Required following; application form, resume, health certificate, graduation （completion） certificate,  

foreign regident registration certificate, and photos of the applicant.

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU ― ― ―

参照する試験
Refered EJU ― ― ―

英語試験 English Examination 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 課さない None

備考Others ― ― ―
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

保健学
Health Sciences

保健学
Health Sciences

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate

学位の種類
Degree Awarded

修士（保健学）
Master of Science

博士（保健学）
Doctor of Philosophy

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

有
Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

若干名
a few

非公開
Not Available

前年度受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 4 1 2

前年度合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 3 1 2

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月下旬
Late June

10月上旬
Early October

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty 

office for details. 切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty 

office for details.研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.ams.kobe-u.ac.jp/entrance/index.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.ams.kobe-u.ac.jp/entrance/index.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

書類審査のみため過去問なし
Not Available

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2015年6月26日まで
by Jun. 26, 2015

2015年9月11日まで
by Sep. 11, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2015年7月14日
Jul. 14, 2015

2015年10月6日 
Oct. 6, 2015

入学月の前々月末まで
by the month end, two month prior to enrollment

【4月入学　April Entry】
日本国外在住者は11月27日まで Non-Resident of Japan: by Nov. 27

【10月入学　October Entry】
日本国外在住者は5月28日まで Non-Resident of Japan: by May. 28出願期間終了日

Dealine of Application
2015年7月17日 

Jul. 17, 2015
2015年10月9日 

Oct. 9, 2015

試験日
Date of Examination

2015年8月28日
Aug. 28, 2015

2015年11月25日
Nov. 25, 2015 ―

合格発表日
Date of Result

2015年9月18日
Sep. 18, 2015

2015年12月18日
Dec. 18, 2015 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1英語 English

2専門科目または小論文（英語で解答） Major Subject or Essay （in English）

3面接 Interview

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認が必要（大学で紹介しないが資料を提供する）
Required to obtain an approval from the professor/supervisor in advance. 

（ We do not introduce, but provide information.）

1英語 English

2専門科目または小論文（英語で解答） Major Subject or Essay （in English）

3面接 Interview

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認が必要
Required to obtain an approval from the professor/supervisor in advance. 

1書類審査
願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、外国人登録原票記載事
項証明書、写真が必要です。

1Application Document Screening
　Required following; application form, resume, health certificate, graduation （completion） certificate,  

foreign regident registration certificate, and photos of the applicant.

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU ― ― ―

参照する試験
Refered EJU ― ― ―

英語試験 English Examination 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 研究科独自の試験を課す Examinations conducted by the graduate school 課さない None

備考Others ― ― ―
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■工学部・工学研究科 Engineering

学部 Undergraduate Program

学科／専攻
Divisions

建築学科
Architecture

市民工学科
Civil Engineering

電気電子工学科
Electrical and Electoronic 

Engineering

機械工学科
Mechanical Engineering

応用化学
 Chemical Science and 

Engineering

情報知能工学科
Computer and System 

Engineering

学位の種類
Degree Awarded

学士（工学）
Bachelor of Engineering

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students.

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 5

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 1

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early November

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

Please contact the faculty office for details.

学部HP参照
Please refer to the faculty website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/examinee.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開 Available on the university website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2016年1月12日まで
By Jan. 12, 2016

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam 要 Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1数学 Mathematics
2理科（物理、化学） Science （Physical Science, Chemistry）

3英語 English
4面接 Interview

5書類審査 Application Document Screening

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a a Foreign Language
2数学 （コース2） Mathematics （Course 2）

3理科（2科目自由選択） Science （choose 2 from physics, chemistry and biology）

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese

参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015

英語試験
English Examination

大学独自の試験を課す
Examinations conducted by university

備考
Others ―

研究生 Research Students

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

無
None

―

非公開
Not Available

【学部　Undergraduate】 0
【大学院　Graduate】 11
【学部　Undergraduate】 0
【大学院　Graduate】 11

入学時期の6ヶ月前
Six months before enrollment

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

学部・研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/examinee.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

書類審査のみのため非公開
Not Available

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

4月、10月 April, October

―

【4月入学　April Entry】2015年2月10日 Feb. 10, 2015
（日本国外在住者は11月11日）Non-Resident of Japan: Nov 11, 2014

【10月入学　October Entry】2015年8月4日 Aug. 4, 2015
（日本国外在住者は6月2日）Non-Resident of Japan: Jun. 2, 2015

【4月入学　April Entry】2015年2月13日 Feb. 13, 2015
（日本国外在住者は11月14日）Non-Resident of Japan: Nov. 14, 2014

【10月入学　October Entry】2015年8月7日 Aug. 7, 2015
（日本国外在住者は6月5日）Non-Resident of Japan: Jun, 5, 2015

―

―

有
Available

可
Available

不要
Not Necessary

1書類審査:
1 研究計画書（500字以内）
2 出身大学における以下のいずれか1点
◦指導教員の推薦書1部
◦学部長の推薦書1部
◦学科長の推薦書1部
1Application Document Screening:
1 Research Plan （within 500 characters）
2 One of the Following Documents from the Applicant's University
◦A Letter of Recommendation from the Advisor/Professor
◦A Letter of Recommendation from the Dean
◦A Letter of Recommendation from the Head of the Department

※指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

受験は必須ではない
Not required to take EJU

―
―

課さない
None

他に、願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、住民票が必要です。
Required following; application form, resume, health certificate, graduation （completion） certificate, transcript, photos of the applicant, and Certificate of Residence.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program

学科／専攻
Divisions

建築学科
Architecture

市民工学科
Civil Engineering

電気電子工学科
Electrical and Electoronic 

Engineering

機械工学科
Mechanical Engineering

応用化学
 Chemical Science and 

Engineering

情報知能工学科
Computer and System 

Engineering

学位の種類
Degree Awarded

学士（工学）
Bachelor of Engineering

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students.

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 5

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 1

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early November

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

Please contact the faculty office for details.

学部HP参照
Please refer to the faculty website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/examinee.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開 Available on the university website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2016年1月12日まで
By Jan. 12, 2016

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam 要 Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1数学 Mathematics
2理科（物理、化学） Science （Physical Science, Chemistry）

3英語 English
4面接 Interview

5書類審査 Application Document Screening

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a a Foreign Language
2数学 （コース2） Mathematics （Course 2）

3理科（2科目自由選択） Science （choose 2 from physics, chemistry and biology）

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese

参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015

英語試験
English Examination

大学独自の試験を課す
Examinations conducted by university

備考
Others ―

研究生 Research Students

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

無
None

―

非公開
Not Available

【学部　Undergraduate】 0
【大学院　Graduate】 11
【学部　Undergraduate】 0
【大学院　Graduate】 11

入学時期の6ヶ月前
Six months before enrollment

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

学部・研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/examinee.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

書類審査のみのため非公開
Not Available

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

4月、10月 April, October

―

【4月入学　April Entry】2015年2月10日 Feb. 10, 2015
（日本国外在住者は11月11日）Non-Resident of Japan: Nov 11, 2014

【10月入学　October Entry】2015年8月4日 Aug. 4, 2015
（日本国外在住者は6月2日）Non-Resident of Japan: Jun. 2, 2015

【4月入学　April Entry】2015年2月13日 Feb. 13, 2015
（日本国外在住者は11月14日）Non-Resident of Japan: Nov. 14, 2014

【10月入学　October Entry】2015年8月7日 Aug. 7, 2015
（日本国外在住者は6月5日）Non-Resident of Japan: Jun, 5, 2015

―

―

有
Available

可
Available

不要
Not Necessary

1書類審査:
1 研究計画書（500字以内）
2 出身大学における以下のいずれか1点
◦指導教員の推薦書1部
◦学部長の推薦書1部
◦学科長の推薦書1部
1Application Document Screening:
1 Research Plan （within 500 characters）
2 One of the Following Documents from the Applicant's University
◦A Letter of Recommendation from the Advisor/Professor
◦A Letter of Recommendation from the Dean
◦A Letter of Recommendation from the Head of the Department

※指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

受験は必須ではない
Not required to take EJU

―
―

課さない
None

他に、願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、住民票が必要です。
Required following; application form, resume, health certificate, graduation （completion） certificate, transcript, photos of the applicant, and Certificate of Residence.



92

神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■工学部・工学研究科 Engineering

博士後期課程 Doctoral Program

建築学
 Architecture

市民工学
Civil Engineering

電気電子工学
Electrical and Electoronic Engineering

機械工学
Mechanical Engineering

応用化学
Chemical Science and Engineering

博士（工学）または博士（学術）
Doctor of Philosophy in Engineering / Doctor of Philosophy (Doctral Course)

無
Not Available

若干名
a few

1 1 0 0 8

1 1 0 0 8

8月実施：5月下旬～　12月実施：9月中旬～　2月実施：11月中旬～
Exam in Aug. : Late May Exam in Dec. : Middle of September Exam in Feb. : Middle of November

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/examinee.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

4月、10月
April, October

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年6月24日まで By Jun. 24, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年10月16日まで By Oct. 16, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年12月11日まで By Dec. 11, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年7月28日 Jul. 28, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年11月9日 Nov. 9, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年1月5日 Jan. 5, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年7月31日 Jun. 31, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年11月13日 Nov. 13, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年1月12日 Jan. 12, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年8月28日 Aug. 28, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年12月8日 Dec. 8, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年2月3日 Feb. 3, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年9月4日 Sep. 4, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年12月15日 Dec. 15, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年2月16日 Feb. 16, 2016

無
Not Available

可
Available

要
Necessary

1書類選考
Application Document Screening

2口述試験
Oral Exams

指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

受験は必須ではない
Not required to take EJU

―

―

課さない
None

―

博士前期課程 Master’s Degree Program

学科／専攻
Divisions

建築学 
Architecture

市民工学
Civil Engineering

電気電子工学
Electrical and Electoronic Engineering

機械工学
Mechanical Engineering

応用化学
Chemical Science and Engineering

学位の種類
Degree Awarded

修士（工学）
Master of Engineering

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 13 1 0 3 2

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 7 0 0 1 1

願書配布時期
Distribution of Application Forms

Ⅰ期：4月下旬　Semester I : Late April
Ⅱ期：11月下旬　Semester II : Late November

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/examinee.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開　Please refer to the university website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/grad/results/index.html

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016） 4月 April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

Ⅰ期：2015年6月25日まで　Term I : By Jun. 25, 2015
Ⅱ期：2015年12月11日まで　Term II : By Dec. 11, 2015

出願期間開始日
Starting Date of Application

Ⅰ期：2015年7月28日　Term I : Jul. 28, 2015
Ⅱ期：2016年1月5日　Term II : Jan. 5, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

Ⅰ期：2015年7月31日　Term I : Jul. 31, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日　Term II : Jan. 8, 2016

試験日
Date of Examination

Ⅰ期：2015年8月24-25日　Term I : Aug. 24-25, 2015
Ⅱ期：2016年1月28-29日　Term II : Jan. 28-29, 2016

合格発表日
Date of Result

Ⅰ期：2015年9月4日　Term I : Sep. 4, 2015
Ⅱ期：2016年2月16日　Term II : Feb. 16, 2016

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1英語、日本語 English and Japanese
2専門科目 Major Subject
3口述試験 Oral Exam

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1口述試験 Oral Exam
2書類審査 Application 

Document Screening

※指導教員を事前に探し
ておくことを勧める

Recommended to find the pro-
fessor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU ―

参照する試験
Refered EJU ―

英語試験
English Examination

研究科独自の試験を課す
Examinations conducted by the 

graduate school
TOEFL/TOEIC TOEFL/TOEIC TOEICまたは、これに代わる英語能力を保証する資料 

（TOFEL スコア、英語で記述された既報の卒業論文・レポート等）

備考
Others ―
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

博士後期課程 Doctoral Program

建築学
 Architecture

市民工学
Civil Engineering

電気電子工学
Electrical and Electoronic Engineering

機械工学
Mechanical Engineering

応用化学
Chemical Science and Engineering

博士（工学）または博士（学術）
Doctor of Philosophy in Engineering / Doctor of Philosophy (Doctral Course)

無
Not Available

若干名
a few

1 1 0 0 8

1 1 0 0 8

8月実施：5月下旬～　12月実施：9月中旬～　2月実施：11月中旬～
Exam in Aug. : Late May Exam in Dec. : Middle of September Exam in Feb. : Middle of November

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/examinee.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

4月、10月
April, October

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年6月24日まで By Jun. 24, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年10月16日まで By Oct. 16, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年12月11日まで By Dec. 11, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年7月28日 Jul. 28, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年11月9日 Nov. 9, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年1月5日 Jan. 5, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年7月31日 Jun. 31, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年11月13日 Nov. 13, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年1月12日 Jan. 12, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年8月28日 Aug. 28, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年12月8日 Dec. 8, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年2月3日 Feb. 3, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年9月4日 Sep. 4, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年12月15日 Dec. 15, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年2月16日 Feb. 16, 2016

無
Not Available

可
Available

要
Necessary

1書類選考
Application Document Screening

2口述試験
Oral Exams

指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

受験は必須ではない
Not required to take EJU

―

―

課さない
None

―

博士前期課程 Master’s Degree Program

学科／専攻
Divisions

建築学 
Architecture

市民工学
Civil Engineering

電気電子工学
Electrical and Electoronic Engineering

機械工学
Mechanical Engineering

応用化学
Chemical Science and Engineering

学位の種類
Degree Awarded

修士（工学）
Master of Engineering

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 13 1 0 3 2

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 7 0 0 1 1

願書配布時期
Distribution of Application Forms

Ⅰ期：4月下旬　Semester I : Late April
Ⅱ期：11月下旬　Semester II : Late November

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/examinee.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開　Please refer to the university website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/grad/results/index.html

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016） 4月 April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

Ⅰ期：2015年6月25日まで　Term I : By Jun. 25, 2015
Ⅱ期：2015年12月11日まで　Term II : By Dec. 11, 2015

出願期間開始日
Starting Date of Application

Ⅰ期：2015年7月28日　Term I : Jul. 28, 2015
Ⅱ期：2016年1月5日　Term II : Jan. 5, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

Ⅰ期：2015年7月31日　Term I : Jul. 31, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日　Term II : Jan. 8, 2016

試験日
Date of Examination

Ⅰ期：2015年8月24-25日　Term I : Aug. 24-25, 2015
Ⅱ期：2016年1月28-29日　Term II : Jan. 28-29, 2016

合格発表日
Date of Result

Ⅰ期：2015年9月4日　Term I : Sep. 4, 2015
Ⅱ期：2016年2月16日　Term II : Feb. 16, 2016

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1英語、日本語 English and Japanese
2専門科目 Major Subject
3口述試験 Oral Exam

4書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1口述試験 Oral Exam
2書類審査 Application 

Document Screening

※指導教員を事前に探し
ておくことを勧める

Recommended to find the pro-
fessor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語
Language in EJU ―

参照する試験
Refered EJU ―

英語試験
English Examination

研究科独自の試験を課す
Examinations conducted by the 

graduate school
TOEFL/TOEIC TOEFL/TOEIC TOEICまたは、これに代わる英語能力を保証する資料 

（TOFEL スコア、英語で記述された既報の卒業論文・レポート等）

備考
Others ―
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■システム情報学研究科 System Informatics

博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

システム科学
System Science

情報科学
Information Science

計算科学
Computational Science

システム科学
System Science

情報科学
Information Science

計算科学
Computational Science

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate

学位の種類
Degree Awarded

修士（システム情報学）または修士（工学）
Master of System Informatics / Master of Engineering

博士（システム情報学）または博士（工学）
または博士（学術）

Doctor of Philosophy in System Informatics / Doctor of 
Philosophy in Engineering / Doctor of Philosophy

博士（システム情報学）または博士（工学）または博士（学術）
または博士（計算科学*）*計算科学インテンシブコース
Doctor of Philosophy in System Informatics / Doctor of Philosophy in 

Engineering / Doctor of Philosophy / Doctor of Philosophy in Computational 
Science （only in the Computational Science Intensive Course）

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

無
Not Available ―

募集定員（2016年度）Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few 若干名 a few 非公開 Not Available

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 4 3 4 3 1 1 【学部　Undergraduate】 0 【大学院　Graduate】 4
合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 2 1 3 3 1 1 【学部　Undergraduate】 0 【大学院　Graduate】 4

願書配布時期
Distribution of Application Forms

Ⅰ期：4月下旬　Semester I : Late April
Ⅱ期：11月下旬　Semester II : Late November

8月実施：5月下旬～　12月実施：9月中旬～　2月実施：11月中旬～
Exam in Aug. : Late May Exam in Dec. : Middle of September Exam in Feb. : Middle of November

入学時期の6ヶ月前
Six months before enrollment

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped 
envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/csi/jyuken.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/csi/jyuken.html

学部/研究科HP参照 Please refer to the faculty/graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/csi/jyuken.html

海外から請求する場合は要問い合わせ To request from abroad, please contact the faculty office. 海外から請求する場合は要問い合わせ To request from abroad, please contact the faculty office. 海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開 Please refer to the university website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/grad/results/index.html

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査のみのため非公開
Not Available

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）Entry （AY2016） 4月 April 4月、10月 April, October 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊ 
Pre-Evaluation for Eligibility

Ⅰ期：2015年6月25日まで　Term I : By Jun. 25, 2015
Ⅱ期：2015年12月11日まで　Term II : By Dec. 11, 2015

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年6月24日まで By Jun. 24, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年10月16日まで By Oct. 16, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年12月11日まで By Dec. 11, 2016

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

Ⅰ期：2015年7月28日　Term I : Jul. 28, 2015
Ⅱ期：2016年1月5日　Term II : Jan. 5, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年7月28日 Jul. 28, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年11月9日 Nov. 9, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年1月5日 Jan. 5, 2016

【4月入学　April Entry】2015年2月10日 Feb. 10, 2015
（日本国外在住者は11月11日）Non-Resident of Japan: Nov. 11, 2014

【10月入学　October Entry】 2015年8月4日 Aug. 4, 2015
（日本国外在住者は6月2日）Non-Resident of Japan: Jun. 2, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

Ⅰ期：2015年7月31日　Term I : Jul. 31, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日　Term II : Jan. 8, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年7月31日 Jul. 31, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年11月13日 Nov. 13, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年1月12日 Jan. 12, 2016

【4月入学　April Entry】2015年2月13日 Feb. 13, 2015
（日本国外在住者は11月14日）Non-Resident of Japan: Nov. 14, 2014

【10月入学　October Entry】 2015年8月7日 Aug. 7, 2015
（日本国外在住者は6月5日）Non-Resident of Japan: Jun, 5, 2015

試験日
Date of Examination

Ⅰ期：2015年8月24-25日　Term I : Aug. 24-25, 2015
Ⅱ期：2016年1月28-30日　Term II : Jan. 28-30, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年8月28日 Aug. 28, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年12月8日 Dec. 8, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年2月3日 Feb. 3, 2016

―

合格発表日
Date of Result

Ⅰ期：2015年9月4日　Term I : Sep. 4, 2015
Ⅱ期：2016年2月16日　Term II : Feb. 16, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年9月4日 Sep. 4, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年12月15日 Dec. 15, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年2月16日 Feb. 16, 2016

―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無 Not Available 無 Not Available 有 Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可 Available 可 Available 可 Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要 Necessary 要 Necessary 不要 Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1専門科目（日本語で解答） Major Subject （in Japanese）
2数学 Math

3英語 English
4日本語 Japanese
5面接 Interview

6書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類選考 Application Document Screening
2口述試験 Oral Exams

指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

1書類審査：
1 研究計画書（500字以内）
2 出身大学における以下のいずれか1点
◦指導教員の推薦書1部
◦学部長の推薦書1部
◦学科長の推薦書1部
1Application Document Screening : 
1 Research Plan （within 500 characters）
2 One of the Following Documents from the Applicant’s University
◦A Letter of Recommendation from the Advisor/Professor
◦A Letter of Recommendation from the Dean
◦A Letter of Recommendation from the Head of the Department

※指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語 Language in EJU ― ― ―
参照する試験 Refered EJU ― ― ―

英語試験 English Examination TOEFL/TOEIC 課さない None 課さない None

備考
Others ― ―

他に、願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、成績証
明書、写真、住民票が必要です。

Required following; application form, resume, health certificate, graduation 
（completion） certificate, transcript, photo and Certificate of Residence.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

システム科学
System Science

情報科学
Information Science

計算科学
Computational Science

システム科学
System Science

情報科学
Information Science

計算科学
Computational Science

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate

学位の種類
Degree Awarded

修士（システム情報学）または修士（工学）
Master of System Informatics / Master of Engineering

博士（システム情報学）または博士（工学）
または博士（学術）

Doctor of Philosophy in System Informatics / Doctor of 
Philosophy in Engineering / Doctor of Philosophy

博士（システム情報学）または博士（工学）または博士（学術）
または博士（計算科学*）*計算科学インテンシブコース
Doctor of Philosophy in System Informatics / Doctor of Philosophy in 

Engineering / Doctor of Philosophy / Doctor of Philosophy in Computational 
Science （only in the Computational Science Intensive Course）

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

無
Not Available ―

募集定員（2016年度）Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few 若干名 a few 非公開 Not Available

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 4 3 4 3 1 1 【学部　Undergraduate】 0 【大学院　Graduate】 4
合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 2 1 3 3 1 1 【学部　Undergraduate】 0 【大学院　Graduate】 4

願書配布時期
Distribution of Application Forms

Ⅰ期：4月下旬　Semester I : Late April
Ⅱ期：11月下旬　Semester II : Late November

8月実施：5月下旬～　12月実施：9月中旬～　2月実施：11月中旬～
Exam in Aug. : Late May Exam in Dec. : Middle of September Exam in Feb. : Middle of November

入学時期の6ヶ月前
Six months before enrollment

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る Send a self-addressed stamped 
envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/csi/jyuken.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/csi/jyuken.html

学部/研究科HP参照 Please refer to the faculty/graduate school website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/csi/jyuken.html

海外から請求する場合は要問い合わせ To request from abroad, please contact the faculty office. 海外から請求する場合は要問い合わせ To request from abroad, please contact the faculty office. 海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開 Please refer to the university website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/grad/results/index.html

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査のみのため非公開
Not Available

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）Entry （AY2016） 4月 April 4月、10月 April, October 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊ 
Pre-Evaluation for Eligibility

Ⅰ期：2015年6月25日まで　Term I : By Jun. 25, 2015
Ⅱ期：2015年12月11日まで　Term II : By Dec. 11, 2015

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年6月24日まで By Jun. 24, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年10月16日まで By Oct. 16, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年12月11日まで By Dec. 11, 2016

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

Ⅰ期：2015年7月28日　Term I : Jul. 28, 2015
Ⅱ期：2016年1月5日　Term II : Jan. 5, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年7月28日 Jul. 28, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年11月9日 Nov. 9, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年1月5日 Jan. 5, 2016

【4月入学　April Entry】2015年2月10日 Feb. 10, 2015
（日本国外在住者は11月11日）Non-Resident of Japan: Nov. 11, 2014

【10月入学　October Entry】 2015年8月4日 Aug. 4, 2015
（日本国外在住者は6月2日）Non-Resident of Japan: Jun. 2, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

Ⅰ期：2015年7月31日　Term I : Jul. 31, 2015
Ⅱ期：2016年1月8日　Term II : Jan. 8, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年7月31日 Jul. 31, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年11月13日 Nov. 13, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年1月12日 Jan. 12, 2016

【4月入学　April Entry】2015年2月13日 Feb. 13, 2015
（日本国外在住者は11月14日）Non-Resident of Japan: Nov. 14, 2014

【10月入学　October Entry】 2015年8月7日 Aug. 7, 2015
（日本国外在住者は6月5日）Non-Resident of Japan: Jun, 5, 2015

試験日
Date of Examination

Ⅰ期：2015年8月24-25日　Term I : Aug. 24-25, 2015
Ⅱ期：2016年1月28-30日　Term II : Jan. 28-30, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年8月28日 Aug. 28, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年12月8日 Dec. 8, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年2月3日 Feb. 3, 2016

―

合格発表日
Date of Result

Ⅰ期：2015年9月4日　Term I : Sep. 4, 2015
Ⅱ期：2016年2月16日　Term II : Feb. 16, 2016

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2015年9月4日 Sep. 4, 2015
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】2015年12月15日 Dec. 15, 2015
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】2016年2月16日 Feb. 16, 2016

―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無 Not Available 無 Not Available 有 Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可 Available 可 Available 可 Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要 Necessary 要 Necessary 不要 Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1専門科目（日本語で解答） Major Subject （in Japanese）
2数学 Math

3英語 English
4日本語 Japanese
5面接 Interview

6書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類選考 Application Document Screening
2口述試験 Oral Exams

指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

1書類審査：
1 研究計画書（500字以内）
2 出身大学における以下のいずれか1点
◦指導教員の推薦書1部
◦学部長の推薦書1部
◦学科長の推薦書1部
1Application Document Screening : 
1 Research Plan （within 500 characters）
2 One of the Following Documents from the Applicant’s University
◦A Letter of Recommendation from the Advisor/Professor
◦A Letter of Recommendation from the Dean
◦A Letter of Recommendation from the Head of the Department

※指導教員の事前承認が必要
Requied to obtain an approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語 Language in EJU ― ― ―
参照する試験 Refered EJU ― ― ―

英語試験 English Examination TOEFL/TOEIC 課さない None 課さない None

備考
Others ― ―

他に、願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、成績証
明書、写真、住民票が必要です。

Required following; application form, resume, health certificate, graduation 
（completion） certificate, transcript, photo and Certificate of Residence.
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■農学部・農学研究科 Agriculture/ Agricultural Science

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

食料環境システム学科
Agricultural Engineering 
and Socio-Economics

資源生命科学科
Bioresourse Science

生命機能科学科
Agrobioscience

食料共生システム学専攻
Agricultural Engineering 
and Socio-Economics

資源生命科学専攻
Bioresourse Science

生命機能科学専攻
Agrobioscience

食料共生システム学専攻
Agricultural Engineering and Socio-

Economics

資源生命科学専攻
Bioresourse Science

生命機能科学専攻
Agrobioscience

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類 Degree Awarded 学士（農学） Bachelor of Agriculture 修士（農学） Master of Agriculture 博士（学術）または博士（農学） Doctor of Philosophy / Doctor of Philosophy in Agricultural Science 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students. 有 Available 無 Not Available ―

募集定員（2016年度）Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few 若干名 a few 若干名 a few 【学部　Undergraduate】若干名 a few　
【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 1 7 1 5 1 1 4 【学部　Undergraduate】 1　【大学院　Graduate】 12
合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 0 6 0 5 1 1 4 【学部　Undergraduate】 1　【大学院　Graduate】 12

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11月中旬
Middle of November

Ⅰ期：2015年5月末  Semester I : The end of May, 2015
Ⅱ期：2015年11月下旬  Semester II : Late November, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年5月末　Ⅱ期：2015年9月末　Ⅲ期：2015年11月下旬
Semester I : The end of May, 2015  Semester II : The end of September, 2015  Semester III : Late November, 2015

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年9月末　Ⅱ期：2015年11月下旬
Semester I : The end of September, 2015  Semester II : Late November, 2015

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please 

contact the faculty office for details.

学部HP参照　Please refer to the faculty website.
▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/jyukensei/siken.html

研究科HP参照　Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/jyukensei/siken.html

研究科HP参照　Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/jyukensei/siken.html

研究科HP参照　Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/jyukensei/siken.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査のみのため非公開
Not Available

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）Entry （AY2016） 4月 April 4月 April 4月、10月 April, October 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

Ⅰ期：2015年6月5日まで   Semester I : by Jun. 5, 2015
Ⅱ期：2015年12月18日まで  Semester II : by Dec. 18, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年6月5日まで　Ⅱ期：2015年10月2日まで　Ⅲ期：2015年12月18日まで
Semester I : by Jun. 5, 2015  Semester II : by Oct. 2, 2015  Semester III : by Dec. 18, 2015

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年10月2日まで　Ⅱ期：2015年12月18日まで
Semester I : by Oct. 2, 2015  Semester II : by Dec. 18, 2015

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月1日  Semester I : Jul. 1, 2015
Ⅱ期：2016年1月18日  Semester II : Jan. 18, 2016

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月13日　Ⅱ期：2015年11月2日　Ⅲ期：2016年1月18日
Semester I : Jul. 13, 2015  Semester II : Nov. 2, 2015  Semester III : Jan. 18, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月2日　Ⅱ期：2016年1月18日
Semester I : Nov. 2, 2015  Semester II : Jan. 18, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月22日 Feb. 22, 2016
（日本国外在住者は2015年11月16日から）Non-Resident of Japan: from Nov. 16, 2015

【10月入学　October Entry】2016年8月24日  Aug. 24, 2016
（日本国外在住者は2016年5月16日から）Non-Resident of Japan: from May 16, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年7月7日  Semester I : Jul. 7, 2015
Ⅱ期：2016年1月22日  Semester II : Jan. 22, 2016

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月17日　Ⅱ期：2015年11月6日　Ⅲ期：2016年1月22日
Semester I : Jul. 17, 2015  Semester II : Nov. 6, 2015  Semester III : Jan. 22, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月6日　Ⅱ期：2016年1月22日
Semester I : Nov. 6, 2015  Semester II : Jan. 22, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月26日 Feb. 26, 2016
（日本国外在住者は2015年11月27日まで）Non-Resident of Japan: by Nov. 27, 2015

【10月入学　October Entry】2016年8月28日  Aug. 28, 2016
（日本国外在住者は2016年5月27日まで）Non-Resident of Japan: by May 27, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年8月19日  Semester I : Aug. 19, 2015
Ⅱ期：2016年2月18日  Semester II : Feb. 18, 2016

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年8月18日　Ⅱ期：2015年11月26日　Ⅲ期：2016年2月18日
Semester I : Aug. 18, 2015  Semester II : Nov. 26, 2015  Semester III : Feb. 18, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月26日　Ⅱ期：2016年2月18日
Semester I : Nov. 26, 2015  Semester II : Feb. 18, 2016

―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年9月9日  Semester I : Sep. 9, 2015
Ⅱ期：2016年3月9日  Semester II : Mar. 9, 2016

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年9月9日　Ⅱ期：2015年12月22日　Ⅲ期：2016年3月9日
Semester I : Sep. 9, 2015  Semester II : Dec. 22, 2015  Semester III : Mar. 9, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年12月22日　Ⅱ期：2016年3月9日
Semester I : Dec. 22, 2015  Semester II : Mar. 9, 2016

―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無 Not Available 無 Not Available 無 Not Available 無 Not Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 不可 Not Available 可 Available 可 Available 可 Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要 Necessary 要 Necessary 要 Necessary 不要 Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1数学 Mthematics
2理科（物理、化学、生物、地学から2つ） 

Science （choose 2 from Physical Science, Chemistry, Biology, and Physical Geography）
3外国語（英・独・仏・中から1つ）

Foreign Language （choose 1 from English, German, French, and Chinese）
4面接 Interview

5書類審査 Application Document Screening

1専門科目（日本語で解答）
Major Subject (in Japanese)
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類審査 Application Document Screening
2口述試験 Oral Exam

※指導教員の承認が必要
Reqired to obtain the approval from the professor/supervisor in advance.

1書類審査 Application Document Screening
研究計画書（本人作成のこと） Research Plan written by the applicant.

※指導教員の承認が必要
Reqired to obtain the approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language
2数学 （コース2） Mathematics （Course 2）

3理科（2科目自由選択） Science （choose 2 from physics, chemistry and biology）

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語 Language in EJU 日本語、英語どちらでも可　Either Japanese or English ― ― ―
参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験　The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 English Examination 大学独自の試験を課す Examinations conducted by university 課さない None 課さない None 課さない None

備考
Others ― ― ―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、住民票、
写真が必要です。

Required following; application form, resume, graduation (completion) certificate, 
transcript, Certificate of Residence, and photos of the applicant.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

食料環境システム学科
Agricultural Engineering 
and Socio-Economics

資源生命科学科
Bioresourse Science

生命機能科学科
Agrobioscience

食料共生システム学専攻
Agricultural Engineering 
and Socio-Economics

資源生命科学専攻
Bioresourse Science

生命機能科学専攻
Agrobioscience

食料共生システム学専攻
Agricultural Engineering and Socio-

Economics

資源生命科学専攻
Bioresourse Science

生命機能科学専攻
Agrobioscience

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類 Degree Awarded 学士（農学） Bachelor of Agriculture 修士（農学） Master of Agriculture 博士（学術）または博士（農学） Doctor of Philosophy / Doctor of Philosophy in Agricultural Science 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students. 有 Available 無 Not Available ―

募集定員（2016年度）Admission Capacity （AY 2016） 若干名 a few 若干名 a few 若干名 a few 【学部　Undergraduate】若干名 a few　
【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 1 7 1 5 1 1 4 【学部　Undergraduate】 1　【大学院　Graduate】 12
合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 0 6 0 5 1 1 4 【学部　Undergraduate】 1　【大学院　Graduate】 12

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11月中旬
Middle of November

Ⅰ期：2015年5月末  Semester I : The end of May, 2015
Ⅱ期：2015年11月下旬  Semester II : Late November, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年5月末　Ⅱ期：2015年9月末　Ⅲ期：2015年11月下旬
Semester I : The end of May, 2015  Semester II : The end of September, 2015  Semester III : Late November, 2015

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年9月末　Ⅱ期：2015年11月下旬
Semester I : The end of September, 2015  Semester II : Late November, 2015

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. Please 

contact the faculty office for details.

学部HP参照　Please refer to the faculty website.
▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/jyukensei/siken.html

研究科HP参照　Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/jyukensei/siken.html

研究科HP参照　Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/jyukensei/siken.html

研究科HP参照　Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/jyukensei/siken.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty office （an ID is required）.

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査のみのため非公開
Not Available

神戸大学生協にてコピー・郵送可。詳細は神戸大学生協HP参照
Available at Kobe University CO-OP. Please refer to CO-OP website. 

▶ http://www.kucoop.jp/exam/question.html （Japanese only）

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）Entry （AY2016） 4月 April 4月 April 4月、10月 April, October 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

Ⅰ期：2015年6月5日まで   Semester I : by Jun. 5, 2015
Ⅱ期：2015年12月18日まで  Semester II : by Dec. 18, 2015

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年6月5日まで　Ⅱ期：2015年10月2日まで　Ⅲ期：2015年12月18日まで
Semester I : by Jun. 5, 2015  Semester II : by Oct. 2, 2015  Semester III : by Dec. 18, 2015

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年10月2日まで　Ⅱ期：2015年12月18日まで
Semester I : by Oct. 2, 2015  Semester II : by Dec. 18, 2015

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

Ⅰ期：2015年7月1日  Semester I : Jul. 1, 2015
Ⅱ期：2016年1月18日  Semester II : Jan. 18, 2016

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月13日　Ⅱ期：2015年11月2日　Ⅲ期：2016年1月18日
Semester I : Jul. 13, 2015  Semester II : Nov. 2, 2015  Semester III : Jan. 18, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月2日　Ⅱ期：2016年1月18日
Semester I : Nov. 2, 2015  Semester II : Jan. 18, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月22日 Feb. 22, 2016
（日本国外在住者は2015年11月16日から）Non-Resident of Japan: from Nov. 16, 2015

【10月入学　October Entry】2016年8月24日  Aug. 24, 2016
（日本国外在住者は2016年5月16日から）Non-Resident of Japan: from May 16, 2016

出願期間終了日
Dealine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

Ⅰ期：2015年7月7日  Semester I : Jul. 7, 2015
Ⅱ期：2016年1月22日  Semester II : Jan. 22, 2016

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年7月17日　Ⅱ期：2015年11月6日　Ⅲ期：2016年1月22日
Semester I : Jul. 17, 2015  Semester II : Nov. 6, 2015  Semester III : Jan. 22, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月6日　Ⅱ期：2016年1月22日
Semester I : Nov. 6, 2015  Semester II : Jan. 22, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月26日 Feb. 26, 2016
（日本国外在住者は2015年11月27日まで）Non-Resident of Japan: by Nov. 27, 2015

【10月入学　October Entry】2016年8月28日  Aug. 28, 2016
（日本国外在住者は2016年5月27日まで）Non-Resident of Japan: by May 27, 2016

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

Ⅰ期：2015年8月19日  Semester I : Aug. 19, 2015
Ⅱ期：2016年2月18日  Semester II : Feb. 18, 2016

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年8月18日　Ⅱ期：2015年11月26日　Ⅲ期：2016年2月18日
Semester I : Aug. 18, 2015  Semester II : Nov. 26, 2015  Semester III : Feb. 18, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年11月26日　Ⅱ期：2016年2月18日
Semester I : Nov. 26, 2015  Semester II : Feb. 18, 2016

―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

Ⅰ期：2015年9月9日  Semester I : Sep. 9, 2015
Ⅱ期：2016年3月9日  Semester II : Mar. 9, 2016

【4月入学　April Entry】Ⅰ期：2015年9月9日　Ⅱ期：2015年12月22日　Ⅲ期：2016年3月9日
Semester I : Sep. 9, 2015  Semester II : Dec. 22, 2015  Semester III : Mar. 9, 2016

【10月入学　October Entry】Ⅰ期：2015年12月22日　Ⅱ期：2016年3月9日
Semester I : Dec. 22, 2015  Semester II : Mar. 9, 2016

―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無 Not Available 無 Not Available 無 Not Available 無 Not Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 不可 Not Available 可 Available 可 Available 可 Available

受験のための来日 Visiting Japan for Entrance Exam 要 Necessary 要 Necessary 要 Necessary 不要 Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1数学 Mthematics
2理科（物理、化学、生物、地学から2つ） 

Science （choose 2 from Physical Science, Chemistry, Biology, and Physical Geography）
3外国語（英・独・仏・中から1つ）

Foreign Language （choose 1 from English, German, French, and Chinese）
4面接 Interview

5書類審査 Application Document Screening

1専門科目（日本語で解答）
Major Subject (in Japanese)
2口述試験 Oral Exam

3書類審査 Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

1書類審査 Application Document Screening
2口述試験 Oral Exam

※指導教員の承認が必要
Reqired to obtain the approval from the professor/supervisor in advance.

1書類審査 Application Document Screening
研究計画書（本人作成のこと） Research Plan written by the applicant.

※指導教員の承認が必要
Reqired to obtain the approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language
2数学 （コース2） Mathematics （Course 2）

3理科（2科目自由選択） Science （choose 2 from physics, chemistry and biology）

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語 Language in EJU 日本語、英語どちらでも可　Either Japanese or English ― ― ―
参照する試験 Refered EJU 2015年6月以降の試験　The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 English Examination 大学独自の試験を課す Examinations conducted by university 課さない None 課さない None 課さない None

備考
Others ― ― ―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、住民票、
写真が必要です。

Required following; application form, resume, graduation (completion) certificate, 
transcript, Certificate of Residence, and photos of the applicant.
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■海事科学部・海事科学研究科 Maritime Sciences

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

グローバル輸送科学科
Global Transportation Sciences

海洋安全システム学科
Ocean Safety Systems Science

マリンエンジニアリング学科
Marine Engineering

海事科学
Maritime Sciences

海事科学
Maritime Sciences

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類
Degree Awarded

学士（海事科学）
Bachelor of Maritime Sciences

修士（海事科学）
Master of Maritime Sciences

博士（海事科学）または博士（工学）または博士（学術）
Doctor of Philosophy in Maritime Sciences / 

Doctor of Philosophy in Engineering / Doctor of Philosophy

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students.

有
Available

無
Not Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few 60 （各講座20名程度）（around 20 people per course） 11 【学部　Undergraduate】若干名 a few

【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 2 【4月入学　April Entry】 4

【10月入学　October Entry】 3
【4月入学　April Entry】 1
【10月入学　October Entry】 2

【学部　Undergraduate】
【4月入学　April Entry】1 【10月入学　October Entry】 0

【大学院　Graduate】
【4月入学　April Entry】 1 【10月入学　October Entry】 4

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 2 【4月入学　April Entry】 3

【10月入学　October Entry】 3
【4月入学　April Entry】 1
【10月入学　October Entry】2

【学部　Undergraduate】
【4月入学　April Entry】1 【10月入学　October Entry】 0

【大学院　Graduate】
【4月入学　April Entry】 1【10月入学　October Entry】 4

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

5月下旬
Late May

6月上旬
Early June

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

大学HP参照
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/admission/master.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/admission/doctor.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/admission/auditor.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/
admission/admission02/grad_results.html 口頭試問のため過去問題閲覧なし

Not Available
書類審査のみのため非公開

Not Available

海事科学部図書館で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the Maritime Sciences Library. （an ID is required）.

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度） Entry （AY2016） 4月 April 4月、10月 April, October 4月、10月 April, October 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

2015年6月19日まで
by Jun. 19, 2015

Ⅰ期：2015年6月8日まで  Semester I: By Jun. 8, 2015
Ⅱ期：2015年10月2日まで  Semester II: By Oct. 2, 2015
Ⅲ期：2016年1月4日まで  Semester III: By Jan. 4, 2016

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

2015年7月17日
Jul. 17, 2015

Ⅰ期：2015年7月6日  Semester I: Jul 6, 2015
Ⅱ期：2015年10月26日  Semester II: Oct. 26, 2015
Ⅲ期：2016年1月18日  Semester III: Jan. 18, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月10日 Feb. 10, 2016
（日本国外在住者は11/20）Non-Resident of Japan : Nov. 20
【10月入学　October Entry】2016年8月10日 Aug. 10, 2016
（日本国外在住者は5/20）Non-Resident of Japan : May 20

出願期間終了日
Delaine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

2015年7月24日
Jul. 24, 2015

Ⅰ期：2015年7月10日  Semester I: Jul. 10, 2015
Ⅱ期：2015年10月30日  Semester II: Oct. 30, 2015
Ⅲ期：2016年1月22日  Semester III: Jan. 22, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月20日 Feb. 20, 2016
（日本国外在住者は11/30）Non-Resident of Japan : Nov. 30
【10月入学　October Entry】2016年8月25日 Aug. 25, 2016
（日本国外在住者は5/31）Non-Resident of Japan : May 31

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2015年8月19-20日
Aug. 19-20, 2015

Ⅰ期：2015年8月27日  Semester I: Aug. 27, 2015
Ⅱ期：2015年12月2日  Semester II: Dec. 2, 2015
Ⅲ期：2016年2月10日  Semester III: Feb. 10, 2016

―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

2015年9月2日
Sep. 2, 2015

Ⅰ期：2015年9月2日  Semester I: Sep. 2, 2015
Ⅱ期：2015年12月11日  Semester II: Dec. 11, 2015
Ⅲ期：2016年3月9日  Semester III: Mar. 9, 2016

―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1英語 English（TOEFL）
2数学 Mathematics
3面接 Interview

4書類審査 Application Document Screening

1専門科目 Major Subject
2英語（TOEFL/TOEIC） English （TOEFL/TOEIC）

3口述試験 Oral Exam
4書類審査 Application Document Screening

指導教員の事前承認が必要
Required to obtain approval from the professor/supervisor in advance.

1口述試験 Oral Exam
2書類審査 Application Document Screening

指導教員の事前承認が必要
Required to obtain approval from the professor/supervisor in ad-

vance. 

1書類審査
1 研究計画書
2 日本語能力証明書または英語能力証明書
1Application Document Screening
1 Research Plan
2 Certificate of Japanese/English ability

※指導教員の事前承認が必要
Required to obtain approval from the professor/supervisor in advance. 

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language 
2数学 （コース2） Mathematics （Course 2）

3理科（物理と化学）Science （physics and chemistry）

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese ― ― ―
参照する試験 Referred EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 English Examination TOEFL TOEFL/TOEIC 課さない None 課さない None

備考
Others ― ―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、
日本に居住している者は住民票（写）、日本に居住していな
い者は本国の戸籍謄本又は市民籍等の証明書が必要です。
Required following; application form, resume, graduation （completion） 
certificate, transcript, photos of the applicant, and the certificate of 

family register or the citizenship of your country.
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

グローバル輸送科学科
Global Transportation Sciences

海洋安全システム学科
Ocean Safety Systems Science

マリンエンジニアリング学科
Marine Engineering

海事科学
Maritime Sciences

海事科学
Maritime Sciences

募集：学部・大学院
Recruiting Program: Both Undergraduate and Graduate

学位の種類
Degree Awarded

学士（海事科学）
Bachelor of Maritime Sciences

修士（海事科学）
Master of Maritime Sciences

博士（海事科学）または博士（工学）または博士（学術）
Doctor of Philosophy in Maritime Sciences / 

Doctor of Philosophy in Engineering / Doctor of Philosophy

無
None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

日本人と同一試験だが、別基準で評価
Examination for both international and Japanese students. Special consideration will be given to international students.

有
Available

無
Not Available ―

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few 60 （各講座20名程度）（around 20 people per course） 11 【学部　Undergraduate】若干名 a few

【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 2 【4月入学　April Entry】 4

【10月入学　October Entry】 3
【4月入学　April Entry】 1
【10月入学　October Entry】 2

【学部　Undergraduate】
【4月入学　April Entry】1 【10月入学　October Entry】 0

【大学院　Graduate】
【4月入学　April Entry】 1 【10月入学　October Entry】 4

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 2 【4月入学　April Entry】 3

【10月入学　October Entry】 3
【4月入学　April Entry】 1
【10月入学　October Entry】2

【学部　Undergraduate】
【4月入学　April Entry】1 【10月入学　October Entry】 0

【大学院　Graduate】
【4月入学　April Entry】 1【10月入学　October Entry】 4

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

5月下旬
Late May

6月上旬
Early June

随時
Anytime on request

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

事務室にて無料配布
Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the 

faculty. Please contact the faculty office for details.

大学HP参照
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission04/request.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/admission/master.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/admission/doctor.html

研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/admission/auditor.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.html

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開
Please refer to the university website.

▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/
admission/admission02/grad_results.html 口頭試問のため過去問題閲覧なし

Not Available
書類審査のみのため非公開

Not Available

海事科学部図書館で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the Maritime Sciences Library. （an ID is required）.

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度） Entry （AY2016） 4月 April 4月、10月 April, October 4月、10月 April, October 4月、10月 April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

無
Not Available

2015年6月19日まで
by Jun. 19, 2015

Ⅰ期：2015年6月8日まで  Semester I: By Jun. 8, 2015
Ⅱ期：2015年10月2日まで  Semester II: By Oct. 2, 2015
Ⅲ期：2016年1月4日まで  Semester III: By Jan. 4, 2016

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2016年1月25日
Jan. 25, 2016

2015年7月17日
Jul. 17, 2015

Ⅰ期：2015年7月6日  Semester I: Jul 6, 2015
Ⅱ期：2015年10月26日  Semester II: Oct. 26, 2015
Ⅲ期：2016年1月18日  Semester III: Jan. 18, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月10日 Feb. 10, 2016
（日本国外在住者は11/20）Non-Resident of Japan : Nov. 20
【10月入学　October Entry】2016年8月10日 Aug. 10, 2016
（日本国外在住者は5/20）Non-Resident of Japan : May 20

出願期間終了日
Delaine of Application

2016年2月3日
Feb. 3, 2016

2015年7月24日
Jul. 24, 2015

Ⅰ期：2015年7月10日  Semester I: Jul. 10, 2015
Ⅱ期：2015年10月30日  Semester II: Oct. 30, 2015
Ⅲ期：2016年1月22日  Semester III: Jan. 22, 2016

【4月入学　April Entry】2016年2月20日 Feb. 20, 2016
（日本国外在住者は11/30）Non-Resident of Japan : Nov. 30
【10月入学　October Entry】2016年8月25日 Aug. 25, 2016
（日本国外在住者は5/31）Non-Resident of Japan : May 31

試験日
Date of Examination

2016年2月25日
Feb. 25, 2016

2015年8月19-20日
Aug. 19-20, 2015

Ⅰ期：2015年8月27日  Semester I: Aug. 27, 2015
Ⅱ期：2015年12月2日  Semester II: Dec. 2, 2015
Ⅲ期：2016年2月10日  Semester III: Feb. 10, 2016

―

合格発表日
Date of Result

2016年3月9日
Mar. 9, 2016

2015年9月2日
Sep. 2, 2015

Ⅰ期：2015年9月2日  Semester I: Sep. 2, 2015
Ⅱ期：2015年12月11日  Semester II: Dec. 11, 2015
Ⅲ期：2016年3月9日  Semester III: Mar. 9, 2016

―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

無
Not Available

海外からの直接出願
Application from outside Japan

可
Available

可
Available

可
Available

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

要
Necessary

要
Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1英語 English（TOEFL）
2数学 Mathematics
3面接 Interview

4書類審査 Application Document Screening

1専門科目 Major Subject
2英語（TOEFL/TOEIC） English （TOEFL/TOEIC）

3口述試験 Oral Exam
4書類審査 Application Document Screening

指導教員の事前承認が必要
Required to obtain approval from the professor/supervisor in advance.

1口述試験 Oral Exam
2書類審査 Application Document Screening

指導教員の事前承認が必要
Required to obtain approval from the professor/supervisor in ad-

vance. 

1書類審査
1 研究計画書
2 日本語能力証明書または英語能力証明書
1Application Document Screening
1 Research Plan
2 Certificate of Japanese/English ability

※指導教員の事前承認が必要
Required to obtain approval from the professor/supervisor in advance. 

日
本
留
学
試
験

指定科目
EJU Requested Subjects

1日本語 Japanese as a Foreign Language 
2数学 （コース2） Mathematics （Course 2）

3理科（物理と化学）Science （physics and chemistry）

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese ― ― ―
参照する試験 Referred EJU 2015年6月以降の試験 The Exams after June 2015 ― ― ―

英語試験 English Examination TOEFL TOEFL/TOEIC 課さない None 課さない None

備考
Others ― ―

他に、願書、履歴書、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、
日本に居住している者は住民票（写）、日本に居住していな
い者は本国の戸籍謄本又は市民籍等の証明書が必要です。
Required following; application form, resume, graduation （completion） 
certificate, transcript, photos of the applicant, and the certificate of 

family register or the citizenship of your country.
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神戸大学学部・大学院案内
Guide

日本での生活
Life

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

入学を希望する方へ
Entrance

＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

■国際協力研究科 Graduate School of International Cooperation Studies

博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

国際開発政策
Economic Development and Policies

国際協力政策
International Cooperation Policy Studies

地域協力政策
Regional Cooperation Policy Studies

国際開発政策
Economic Development and Policies

国際協力政策
International Cooperation Policy Studies

地域協力政策
Regional Cooperation Policy Studies

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate

学位の種類
Degree Awarded

修士（国際学）または修士（経済学）
Master of International Studies / Master of 

Economics

修士（国際学）または修士（法学）または修士（政治学）
Master of International Studies / Master of Laws / 

Master of Political Science

修士（国際学）または修士（経済学）または修士（法学）
Master of International Studies / Master of 

Economics / Master of Laws

博士（学術）または博士（経済学）
Doctor of Philosophy / Doctor of 

Philosophy in Economics

博士（学術）または博士（法学）または博士（政治学）
Docotor of Philosophy / Doctor of Laws / Doctor of 

Philosophy in Political Science

博士（学術）または博士（経済学）または博士（法学）
Docotor of Philosophy / Doctor of Philosophy in 

Economics / Doctor of Laws

無
None

留学生特別選抜 Foreign Students Examination 日本語コース　Japanese Course：日本人と同一試験 Examination for both international and Japanese students
英語コース　English Course：無 Not Available

日本語コース　Japanese Course：日本人と同一試験 Examination for both international and Japanese students
英語コース　English Course：無 Not Available ―

募集定員（2016年度）Admission Capacity （AY 2016） 26 22 22 9 7 9 非公開 Not Available

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 136 2 2 5 非公開 Not Available

合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 87 2 2 4 非公開 Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

日本語コース　Japanese Course：6月中旬 Middle of June
英語コース　English Course：10月中旬 Middle of October

日本語コース　Japanese Course：6月中旬 Middle of June
英語コース　English Course：10月中旬 Middle of October

【4月入学　April Entry】10月中旬 Middle October
【10月入学　October Entry】 4月中旬 Middle April

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/infs/entrance.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/infs/entrance.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/infs/entrance.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開 Please refer to the university website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査及び面接のため非公開
Not Available

研究科HPで公開 Available on the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/infs/entrance.html

事務室で閲覧可
Available at the faculty office

*英語コースは過去問はない。 Not Available for English Course

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル Sufficient for understanding lectures and related documents
*英語コースは日本語を必要としない。 Japanese ability is not required for English Course

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル Sufficient for understanding lectures and related documents
*英語コースは日本語を必要としない。 Japanese ability is not required for English Course

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月 April （日本語コース　Japanese Course）
10月 October （英語コース　English Course）

4月 April （日本語コース　Japanese Course）
10月 October （英語コース　English Course）

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

日本語コース　Japanese Course：2015年6月30日まで by Jun. 30, 2015
英語コース　English Course：2016年1月14日 Jan. 14, 2016

日本語コース　Japanese Course：2016年1月5日 Jan. 5, 2016
英語コース　English Course：2015年11月11日 Nov. 11, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

日本語コース　Japanese Course：2015年7月16日 Jul. 16, 2015
英語コース　English Course：2016年4月1日 Apr. 1, 2016

日本語コース　Japanese Course：2016年1月13日 Jan. 13, 2016
英語コース　English Course：2016年2月3日 Feb. 3, 2016

【4月入学　April Entry】
2015年11月20日  Nov. 20, 2015

【10月入学　October Entry】
2015年5月22日  May 22, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

日本語コース　Japanese Course：2015年7月23日 Jul. 23, 2015
英語コース　English Course：2016年4月8日 Apr. 8, 2016

日本語コース　Japanese Course：2016年1月19日  Jan. 19, 2016
英語コース　English Course：2016年2月10日  Feb. 10, 2016

【4月入学　April Entry】
2015年11月30日  Nov. 30, 2015

【10月入学　October Entry】
2015年5月29日  May 29, 2015

試験日
Date of Examination

日本語コース　Japanese Course：2015年8月31日、9月1日 Aug. 31, Sep. 1, 2015 
英語コース　English Course：無  No Exam 

日本語コース　Japanese Course：2016年2月29日  Feb. 29, 2016
英語コース　English Course：2016年2月中旬～3月中旬（別途連絡） From mid-February to mid-March in 2016（schedule will be notified later) ―

合格発表日
Date of Result

日本語コース　Japanese Course：2015年9月9日 Sep. 9, 2015
英語コース　English Course：2016年5月18日 May 18, 2016

日本語コース　Japanese Course：2016年3月4日  Mar. 4, 2016
英語コース　English Course：2016年4月13日 Apr. 13, 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

日本語コース　Japanese Course： 無 Not Available
英語コース　English Course： 有 Available

日本語コース　Japanese Course : 有 Available
英語コース　English Course : 有 Available

有
Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可 Available 可 Available 可 Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

日本語コース　Japanese Course : 要 Necessary
英語コース　English Course : 不要 Not Necessary

日本語コース　Japanese Course : 不要 Not Necessary
英語コース　English Course :  不要 Not Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

日本語コース　Japanese Course：
1英語 English

2専門科目 Major Subject 
3口述試験 Oral Exam

4書類審査 Application Document Screening

日本語コース（※）　Japanese Course：
1口述試験 Oral Exam

2書類審査　Application Document Screening
※指導教員の事前承認が必要

Reqired to obtain approval from the professor/supervisor in advance.

書類審査
Application Document Screenings

※指導教員の事前承認が必要
Reqired to obtain approval from the professor/

supervisor in advance.英語コース（※）　English Course：
書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認が必要
Reqired to obtain approval from the professor/supervisor in advance.

英語コース（※）　English Course：
1口述試験 Oral Exam

2書類審査　Application Document Screening
※指導教員の事前承認が必要

Reqired to obtain approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目 EJU Requested Subjects 不要  Not Necessary 不要  Not Necessary 不要  Not Necessary

出題言語 Language in EJU ― ― ―
参照する試験 Refered EJU ― ― ―

英語試験
English Examination

日本語コース　Japanese Course : 研究科独自の試験を課す。ただし、TOEFL等で基準点以上の者は英語試験を免除する。
Examinations conducted by the graduate school. No examinations for those with required score in TOEFL,etc.

英語コース　English Course : 課さない None

日本語コース　Japanese Course : 課さない None
英語コース　English Course : 課さない None

備考
Others ― ―
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問合せ
Inquiries

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

博士前期課程 Master's Degree Program 博士後期課程 Doctoral Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

国際開発政策
Economic Development and Policies

国際協力政策
International Cooperation Policy Studies

地域協力政策
Regional Cooperation Policy Studies

国際開発政策
Economic Development and Policies

国際協力政策
International Cooperation Policy Studies

地域協力政策
Regional Cooperation Policy Studies

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate

学位の種類
Degree Awarded

修士（国際学）または修士（経済学）
Master of International Studies / Master of 

Economics

修士（国際学）または修士（法学）または修士（政治学）
Master of International Studies / Master of Laws / 

Master of Political Science

修士（国際学）または修士（経済学）または修士（法学）
Master of International Studies / Master of 

Economics / Master of Laws

博士（学術）または博士（経済学）
Doctor of Philosophy / Doctor of 

Philosophy in Economics

博士（学術）または博士（法学）または博士（政治学）
Docotor of Philosophy / Doctor of Laws / Doctor of 

Philosophy in Political Science

博士（学術）または博士（経済学）または博士（法学）
Docotor of Philosophy / Doctor of Philosophy in 

Economics / Doctor of Laws

無
None

留学生特別選抜 Foreign Students Examination 日本語コース　Japanese Course：日本人と同一試験 Examination for both international and Japanese students
英語コース　English Course：無 Not Available

日本語コース　Japanese Course：日本人と同一試験 Examination for both international and Japanese students
英語コース　English Course：無 Not Available ―

募集定員（2016年度）Admission Capacity （AY 2016） 26 22 22 9 7 9 非公開 Not Available

受験者数（2015年度）Applicants （AY 2015） 136 2 2 5 非公開 Not Available

合格者数（2015年度）Successful Cadidates （AY 2015） 87 2 2 4 非公開 Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

日本語コース　Japanese Course：6月中旬 Middle of June
英語コース　English Course：10月中旬 Middle of October

日本語コース　Japanese Course：6月中旬 Middle of June
英語コース　English Course：10月中旬 Middle of October

【4月入学　April Entry】10月中旬 Middle October
【10月入学　October Entry】 4月中旬 Middle April

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/infs/entrance.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/infs/entrance.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/infs/entrance.html

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで大学院の過去問題取得方法一覧を公開 Please refer to the university website.
▶ http://www.office.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査及び面接のため非公開
Not Available

研究科HPで公開 Available on the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/infs/entrance.html

事務室で閲覧可
Available at the faculty office

*英語コースは過去問はない。 Not Available for English Course

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル Sufficient for understanding lectures and related documents
*英語コースは日本語を必要としない。 Japanese ability is not required for English Course

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル Sufficient for understanding lectures and related documents
*英語コースは日本語を必要としない。 Japanese ability is not required for English Course

講義を理解し、文献を講読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月 April （日本語コース　Japanese Course）
10月 October （英語コース　English Course）

4月 April （日本語コース　Japanese Course）
10月 October （英語コース　English Course）

4月、10月
April, October

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

日本語コース　Japanese Course：2015年6月30日まで by Jun. 30, 2015
英語コース　English Course：2016年1月14日 Jan. 14, 2016

日本語コース　Japanese Course：2016年1月5日 Jan. 5, 2016
英語コース　English Course：2015年11月11日 Nov. 11, 2015 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

日本語コース　Japanese Course：2015年7月16日 Jul. 16, 2015
英語コース　English Course：2016年4月1日 Apr. 1, 2016

日本語コース　Japanese Course：2016年1月13日 Jan. 13, 2016
英語コース　English Course：2016年2月3日 Feb. 3, 2016

【4月入学　April Entry】
2015年11月20日  Nov. 20, 2015

【10月入学　October Entry】
2015年5月22日  May 22, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

日本語コース　Japanese Course：2015年7月23日 Jul. 23, 2015
英語コース　English Course：2016年4月8日 Apr. 8, 2016

日本語コース　Japanese Course：2016年1月19日  Jan. 19, 2016
英語コース　English Course：2016年2月10日  Feb. 10, 2016

【4月入学　April Entry】
2015年11月30日  Nov. 30, 2015

【10月入学　October Entry】
2015年5月29日  May 29, 2015

試験日
Date of Examination

日本語コース　Japanese Course：2015年8月31日、9月1日 Aug. 31, Sep. 1, 2015 
英語コース　English Course：無  No Exam 

日本語コース　Japanese Course：2016年2月29日  Feb. 29, 2016
英語コース　English Course：2016年2月中旬～3月中旬（別途連絡） From mid-February to mid-March in 2016（schedule will be notified later) ―

合格発表日
Date of Result

日本語コース　Japanese Course：2015年9月9日 Sep. 9, 2015
英語コース　English Course：2016年5月18日 May 18, 2016

日本語コース　Japanese Course：2016年3月4日  Mar. 4, 2016
英語コース　English Course：2016年4月13日 Apr. 13, 2016 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

日本語コース　Japanese Course： 無 Not Available
英語コース　English Course： 有 Available

日本語コース　Japanese Course : 有 Available
英語コース　English Course : 有 Available

有
Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可 Available 可 Available 可 Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

日本語コース　Japanese Course : 要 Necessary
英語コース　English Course : 不要 Not Necessary

日本語コース　Japanese Course : 不要 Not Necessary
英語コース　English Course :  不要 Not Necessary

不要
Not Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

日本語コース　Japanese Course：
1英語 English

2専門科目 Major Subject 
3口述試験 Oral Exam

4書類審査 Application Document Screening

日本語コース（※）　Japanese Course：
1口述試験 Oral Exam

2書類審査　Application Document Screening
※指導教員の事前承認が必要

Reqired to obtain approval from the professor/supervisor in advance.

書類審査
Application Document Screenings

※指導教員の事前承認が必要
Reqired to obtain approval from the professor/

supervisor in advance.英語コース（※）　English Course：
書類審査 Application Document Screening

※指導教員の事前承認が必要
Reqired to obtain approval from the professor/supervisor in advance.

英語コース（※）　English Course：
1口述試験 Oral Exam

2書類審査　Application Document Screening
※指導教員の事前承認が必要

Reqired to obtain approval from the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目 EJU Requested Subjects 不要  Not Necessary 不要  Not Necessary 不要  Not Necessary

出題言語 Language in EJU ― ― ―
参照する試験 Refered EJU ― ― ―

英語試験
English Examination

日本語コース　Japanese Course : 研究科独自の試験を課す。ただし、TOEFL等で基準点以上の者は英語試験を免除する。
Examinations conducted by the graduate school. No examinations for those with required score in TOEFL,etc.

英語コース　English Course : 課さない None

日本語コース　Japanese Course : 課さない None
英語コース　English Course : 課さない None

備考
Others ― ―
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＊出願資格事前審査とは、出願資格の要件を満たしているか否かをあらかじめ確認し、出願の許可または不許可を審査するものです。
Pre-Evaluation for Eligibility is a screening to confirm that you are qualified to apply prior to submitting a formal application for admission.

詳細については必ず、学生募集要項等を参照してください。For details, please make sure to refer to the Application Guidelines/Forms.

＊ 2017 年度については時期等変更する場合がありますので、各部局に問い合わせてください。
The 2017 School Year schedule may change without prior notice. Check with respective departments for details.

■科学技術イノベーション研究科 Graduate School of Science, Technology and Innovation

修士課程 Master's Degree Program 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

科学技術イノベーション専攻
Department of Science, Technology and Innovation

学位の種類
Degree Awarded

修士（科学技術イノベーション）
Master of Science, Technology and Innovation

留学生特別選抜 
Foreign Students Examination

有
Available

募集定員（2016年度）
Admission Capacity （AY 2016）

若干名
a few

受験者数（2015年度）
Applicants （AY 2015） 2

合格者数（2015年度）
Successful Cadidates （AY 2015） 2

願書配布時期
Distribution of Application Forms

9月上旬
Early September

願書請求方法
How to Obtain Application 
Guideline/Forms

事務室にて無料配布 Obtain at the faculty office for free.

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelop （24×33.2cm） to the faculty. 

Please contact the faculty office for details.

大学HP参照 Please refer to the university website.
▶ http://www.kobe-u.ac.jp

海外から請求する場合は要問い合わせ
To request from abroad, please contact the faculty office.

大学独自試験の過去問題
Availability of Past Examination

大学HPで公開
Available on the university website.

▶ http://www.kobe-u.ac.jp

要求される日本語レベル
Japanese Language Requirement

講義を理解し、文献を購読するのに必要なレベル
Sufficient for understanding lectures and related documents

入学月（2016年度）
Entry （AY2016）

4月
April

出願資格事前審査＊
Pre-Evaluation for Eligibility

2015年9月14日-16日
Sep. 14-16, 2015

出願期間開始日
Starting Date of Application

2015年9月28日
Sep. 28, 2015

出願期間終了日
Dealine of Application

2015年10月1日
Oct. 1, 2015

試験日
Date of Examination

2015年10月11日, 12日
Oct. 11-12, 2015

合格発表日
Date of Result

2015年11月2日
Nov. 2, 2015

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

無
Not Available

海外からの直接出願 
Application from outside Japan

可
Available

受験のための来日
Visiting Japan for Entrance Exam

要
Necessary

神戸大学試験科目
Kobe Univ Entrance Examination Subjects

1小論文（日本語で解答）  Essay （in Japanese）
2英語  English

3口頭試問  Interview
4書類審査  Application Document Screening

※指導教員を事前に探しておくことを勧める
Recommended to find the professor/supervisor in advance.

日
本
留
学
試
験

指定科目 
EJU Requested Subjects

受験は必須ではない
Not required to take EJU

出題言語 
Language in EJU ―

参照する試験 
Refered EJU ―

英語試験
English Examination TOEFL/TOEIC

備考
Others
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Prospective Non-Degree Seeking Students 
Research Students
Students who wish to conduct specific research on 
non-credit basis may enter Kobe University as research 
students by obtaining an approval from each faculty or 
graduate school. Most international students entering as 
research students do so to enhance their scholastic ability 
to the level sufficient for admission to master’s or doctoral 
programs offered by respective graduate schools. 
Students must obtain an approval in advance from their 
prospective advisor / professor.

Eligibility
Undergraduate Students
■ Applicants must be foreign nationals who do not 

hold Japanese nationality and have successfully 
completed 14 years（for Undergraduate, including 
junior college）of school education or the 
equivalent.  

   
Graduate Students （Master’s course）
■ Applicants must be foreign nationals who do not 

hold Japanese nationality and have successfully 
completed 16 years（for Master’s）of school 
education or the equivalent. Those who are 
expected to graduate are also eligible.

Graduate Students（Doctoral course）
■ Applicants must be foreign nationals who do not 

hold Japanese nationality and have Master degree 
or the equivalent. Those who are expected to 
graduate are also eligible.

Entrance Periods
  Twice a year（April and October）for most Faculties 
and Graduate Schools except: Faculty and Graduate 
School of Medicine: Every month
Graduate School of Business Administration: April only

Duration
Within 1 year
However, it may be extended to one more year. The 
maximum should not exceed 2 years.

学位取得を目的としない留学
研究生
学位取得を目的とせず、ある特定の分野について研究し

たい場合は、学部・大学院研究科の許可を得て研究生とし

て入学することができます。大学院に進学するための準備

期間として在籍するケースが多いようです。事前に指導教

員から受入内諾を得ている必要があります。

出願資格
学部
■�大学（短期大学を含む）を卒業した者、外国におい
て学校教育における14年の課程を修了した者、ま
たはこれと同等以上の学力があると認めたもの

大学院（博士前期課程）
■�大学を卒業した者（卒業見込みの者）、外国におい
て学校教育における16年の課程を修了した者、ま
たはこれと同等以上の学力があると認めたもの

大学院（博士後期課程）
■�修士の学位を有する者（取得見込みの者）またはこ
れと同等以上の学力があると認めたもの

入学時期
　年2回（4月、10月）
（医学部医学科・医学研究科は毎月、経営学研究科は
4月のみ）

研究期間
　1年以内。
ただし、1年を限度として研究期間の延長を許可する
ことがあります。延長を含め、通算して2年を超えな
いものとします。

研究生／ Research Students
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1. Find your future supervisor
Faculties and Graduate schools require students to 
find an academic supervisor to advise them during 
their period of research at Kobe University. Interested 
students should check to see which supervisor 
specializes in their field of interest and contact them 
directly. Some Faculty/Graduate School may require 
a written consent from the advisor. For details, please 
refer to the previous pages.

How to find the future academic supervisor?
 Look through the Directory of Researchers in 

Kobe University.
http://kuid.ofc.kobe-u.ac.jp/InfoSearch/

 If the contact information is not available on the 
website of the Faculty/Graduate School, contact 
the Student Affairs Section of the relevant Faculty 
or Graduate School.

2. Obtain Application Information and Application Forms
 When to request 
Application information is available on the website 
of the Faculty and Graduate School＊. In order to 
apply, applicants must obtain application forms 
directly from them. All Faculties/Graduate Schools 
distribute application forms only at certain periods 
of the year, usually once or twice a year.

＊Some Faculties and Graduate Schools do not disclose application 

information on their websites. Please contact them directly for 

details.

1.指導教員を見つける
学部・研究科に出願する前に、自分の研究分野につ
いて研究指導をしてもらえる指導教員を、事前に探
す必要があります。教員情報を確認し、教員に直接
連絡をとりましょう。学部・研究科によっては指導
教員の受入内諾が必要です。

指導教員の見つけ方
a「神戸大学研究者紹介システム」を活用してください。
http://kuid.ofc.kobe-u.ac.jp/InfoSearch/

b�神戸大学の各学部・研究科のウェブサイトで教員の
連絡先が見つからない場合は、入学を希望する学
部・研究科の教務学生係へ連絡してください。

2.募集要項・願書を入手する
a�入手時期
募集情報は各学部・研究科のウェブサイトから入手
可能＊ですが、出願するためには願書を取り寄せる
必要があります。各学部・研究科は、通常年1～2
回決まった時期に募集要項・願書を配布します。

＊一部の学部・研究科はウェブサイトには掲載しておりません。詳細

は各学部・研究科に直接お問合せください。

出願手順／ How to Apply for Admission to Research Student Program 

Selection Method
Students are selected based on the submitted 
documents and an interview. However, the interview 
might be omitted for applicants residing overseas. 

Admission requirements vary according to each Faculty 
and Graduate School. For details, please refer to the 
pages of each Faculty/Graduate School.
Note:  The Faculties of Law, Economics and Business Administration 

do not accept research students.

選抜方法
書類（健康診断書を除く）審査および面接。
ただし、国外に居住している場合は、面接を省略する
ことがあります。

募集等については学部・研究科により異なりますので、
詳細は各学部・研究科の案内ページをご覧ください。
※法学部、経済学部、経営学部は募集をしていません。
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 Where and How to request
Applicants can obtain application forms either by 
visiting the office of each Faculty and Graduate 
School directly or requesting by post. When 
requesting by post, be sure to enclose a return 
envelop with the necessary stamp attached to the 
Student Affairs Section of respective Faculty or 
Graduate School.  

Note:  The return envelop should be a size that can enclose an A4-

size（Legal size）without folding the forms.

Note:  Please attach the necessary amount of stamp to the return 

envelop. 

Note:   For detailed information, please check the website of the 

relevant Faculty or Graduate School.

3. Apply
 When to apply
Most Faculties and Graduate Schools usually 
have two admission periods a year. 

Note: The following are exceptions: Faculty and Graduate School of 

Medicine : every month

Graduate School of Business Administration : once a year  

Note:  Please note that the application period for those who do not 

live in Japan and require a visa to come is different from those 

who do.

 Necessary documents
（Necessary documents in all Faculties and 

Graduate Schools）
Application form, curriculum vitae, medical 
examination report, Diplomas, Transcripts, 
Photos, admission fee payment record

 （Others）
Some Faculties and Graduate Schools require 
certificates indicating the students’ Japanese 
language ability and the copy of Certificate of 
Residence etc.

 Where to apply
Send the necessary application material to the 
Student Affairs Section of respective Faculty 
or Graduate School by post. Must reach by the 
deadline, late arrival would not be considered for 
admission.

b�入手先・入手方法
直接、希望学部または研究科に来学して願書を受
け取るか、または郵送で請求します。郵送で取り
寄せる場合、希望学部または研究科教務学生係宛
て、必要な切手を貼付した返信用封筒を送付し、
願書を請求してください。

※募集要項・願書を折り曲げないで封入するために、返信用封筒は

A4サイズ（Legal��Size）を利用してください。日本では「角形2号:

幅24cm×長さ33.2cm」の封筒を利用してください。

※返信用封筒には送付に必要な金額の切手を貼付してください。

※詳細は各学部・研究科のウェブサイトで確認するか直接お問合せく

ださい。

3.出願
a�出願時期
各学部・研究科は年2回の出願期間を設けています。

※医学部医学科・医学研究科は毎月、経営学研究科は年1回

※出願期間は日本国外に居住しビザの取得が必要な出願者と、それ以

外の出願者とで異なりますのでご注意ください。

b�出願書類
（全ての学部・研究科にて必要な書類）
願書、履歴書、健康診断書、卒業（修了）証明書、
成績証明書、写真、検定料納付書
（その他）
学部・研究科により日本語能力を示す証明書、住民
票（写）等が必要。
必ず希望の学部・研究科にご確認ください。

c�出願先
出願期日までに、希望の学部・研究科教務学生係
宛て必要な出願書類を送付してください。出願期
日を過ぎたものは受け付けられません。
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7. After Arriving  in Japan
 Come to Kobe University during the designated period 
to complete the necessary entrance procedures.  

 Participate in New Student Orientation
 Classes begin
 Pay tuition fees

7.来日後
a�定められた入学手続き期間に神戸大学へ来学し、
必要手続きを完了し、入学が確定します。

b�新入生オリエンテーションに参加
c�授業開始
d�授業料納付

5. Acceptance
 How to Find Out the Result
Applicants will receive an admission notice and other 
information by post.  Inquiries by phone are not accepted.

 If accepted, applicants must make the payment 
of admission fee by bank transfer and submit the 
necessary documents.

4. Selection
Students are selected based on the submitted 
documents and an interview. However, the interview 
might be omitted for applicants residing overseas.

6. Prepare for Coming to Japan
 Passport and Visa（when applicants reside overseas)
In order to enter Japan, international students 
must have a passport and a “College Student 
Visa”. Please refer to the “visa support” section for 
details on how to apply for the visa.  

 Secure Accommodation
There are University housings and other 
accommodation that students can apply for 
through the university, but these rooms are 
limited. Please use the “Kobe University Student 
Apartment Search System” to look for private 
apartment. This system has been established with 
Nasic（National Student Information Center) for 
Kobe University international students.Students 
can also use this search system to reserve an 
apartment from overseas. It is available in 4 
languages（Japanese, English, Chinese, and 
Korean）and will also support students with lease 
agreement. For more information please refer to 
the “Private Housing” section on page 124.
Students can also search apartment through Kobe 
University Co-op Service Center.
Kobe University Co-op Service Center
http://www.kucoop.jp/travel/room.html

 Reserve an airplane ticket and purchase a traveler’s 
insurance.（Recommended but optional）

5.入学許可
a�合否結果通知
郵便で通知します。なお、電話での照会はできま
せん。

b�合格した場合
所定の期日までに入学料を振り込み、必要書類を
提出します。

4.選考
書類審査および面接により行う。
ただし国外に居住する者については、面接を省略する
ことがあります。

6.日本への渡航準備
a�パスポート・留学ビザの取得（海外在住の場合）
留学生として日本に入国するためには、パスポー
トを取得後、「留学ビザ」を申請取得する必要があ
ります。申請方法については132ページをご覧く
ださい。�

b�住居を探す
神戸大学には大学寮や大学を通して申請する宿舎が
ありますが、部屋数に限りがあるため入居が困難な
状況が続いています。神戸大学近辺の民間住宅を探
す場合は、「神戸大学留学生下宿検索システム」を
活用してください。このシステムは神戸大学の留学
生向けに株式会社学生情報センターが運営する賃貸
住宅情報検索システムです。このシステムを使い海
外から民間のアパートを検索し、来日前にアパート
の仮予約をすることもできます。また、4ヶ国語（日
本語・英語・中国語・韓国語）対応で、契約手続き
までサポートを受けられます。詳しくは124ペー
ジの「宿舎について」をご覧ください。
この他にも、来日後、神戸大学生活共同組合サー
ビスセンターを利用し民間のアパート等を探すこ
とができます。
神戸大学生活共同組合サービスセンター
http://www.kucoop.jp/travel/room.html

c�飛行機の予約、海外旅行保険へ加入（任意）（海外
在住の場合）
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学位取得を目的としない留学
交換留学生
交換留学プログラムについて
神戸大学は200以上の外国の大学等と学術交流協定（大

学間協定および部局間協定）を締結し、幅広い教育・研究

の交流を行っています。学生交換の協定については、世界

の100以上の大学等と協定を締結しています。これらの

協定は「大学間協定」と特定の学部・研究科が締結する「部

局間協定」に大別されます。

Prospective Non-Degree Seeking Students
Exchange Students
About Our Exchange Program
Kobe University has concluded academic exchange 
agreements with over 200 overseas universities and 
institutions for both Inter-University and Inter-Faculty/
Graduate School exchanges. Under these agreements, 
Kobe University is conducting extensive educational and 
research exchanges with partner institutions. Among 
these are student exchange agreements with over 100 
institutions, which are made up of “Inter-University Student 
Exchange Agreement” and other student exchange 
agreements concluded by faculties/graduate schools.

URL 海外協定校
Academic Exchange Agreement:
http://www.kobe-u.ac.jp/international/offi  ce-affi  liated/affi  liated/index.html（日本語）
http://www.offi  ce.kobe-u.ac.jp/ipiep/partners_en.html（English）

as of November 1st, 2015

Asia
137

Oceania
7

Middle EastMiddle EastMiddle East
5

Africa
10

EuropeEuropeEuropeEuropeEuropeEurope
102102

Northe AmericaNorthe AmericaNorthe America
23

South AmericaSouth America
8
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Inter-University Student Agreement
Inter-University Student Agreement aims at university-
wide exchange of students. As of January 2016, Kobe 
University has Inter-University Student Agreements with 
the following institutions: 

The application process is carried out through the 
International Office of the students’ home university. This 
program allows students to study at the Faculty/Graduate 
School of their choice for the duration of either one 
semester or one year. Examination fees, matriculation, 
and tuition fee for the exchange students are exempted 
while they remain enrolled at their home university 
where they pay the tuition fees. Credits earned at Kobe 
University are transferable to their home university. At the 
end of the semester, Kobe University will send an official 
academic transcript to the exchange students' home 
university. It is up to the home university to decide how 
many transfer credits the students will actually receive for 
the courses taken at Kobe University. Interested students 
should consult their home university's International Office 

大学間協定
大学間協定は大学全体の学生交流を目的としています。

神戸大学は2016年1月現在、下記の大学等と大学間の学

生交換協定を締結しています。

出願手続きは在籍大学の国際オフィスを通して行いま

す。交換留学プログラムでは、1学期間または1年間、希

望する神戸大学の学部・研究科で学ぶことができます。交

換留学生は、留学中も所属大学に在籍し授業料を納める代

わりに、神戸大学の検定料、入学料、授業料は免除されま

す。神戸大学で取得した単位は在籍大学で単位互換が可能

です。学期終了後、成績証明書が神戸大学から学生の所属

大学へ送付されます。神戸大学で取得した単位がどの程度

互換されるかは、在籍大学が判断します。交換留学に興味

がある学生は所属大学の国際オフィスに、申請資格や申請

要件、申請期日等詳細をお問合せください。

URL 大学間学生交流協定
Inter-University Student Agreements
http://www.kobe-u.ac.jp/en/international-students/prospective/exchange-students.html

�アメリカ／ USA ピッツバーグ大学／ University of Pittsburgh

�カナダ／ Canada オタワ大学／ University of Ottawa

�オーストラリア／ Australia クイーンズランド大学／ University of Queensland
西オーストラリア大学／ University of Western Australia

�英国／ UK ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院／ School of Oriental and African Studies 
（SOAS）, University of London

�フランス／ France
パンテオン・アサス（パリ第 2）大学／ Université Panthéon-Assas （Paris II）
パリ・ディドロ（第 7）大学／ Université Paris Diderot - Paris 7
パリ西ナンテール・ラデファンス大学／ Université de Paris Ouest Nanterre La Défense

�ドイツ／ Germany トリーア大学／ Trier University

�オーストリア／ Austria グラーツ大学／ University of Graz

�チェコ共和国／Czech Republic カレル大学／ Charles University

�オランダ／ The Netherlands ライデン大学／ Leiden University

�イタリア／ Italy ヴェネツィア大学／ Ca’ Foscari University of Venice

�イタリア／ Italy ボローニャ大学／ The University of Bologna

�ブルガリア／ Bulgaria ソフィア大学／ Sofia University St. Kliment Ohridski

�ポーランド／ Poland ヤゲウォ大学／ Jagiellonian University

�韓国／ Korea ソウル国立大学校／ Seoul National University

�台湾／ Taiwan 国立台湾大学／ National Taiwan University

�中国／ China
武漢大学／Wuhan University
清華大学／ Tsinghua University
上海交通大学／ Shanghai Jiao Tong University

大学間学生交流協定の最新情報については、ウェブサイトをご覧ください。
Please go to our website to find out the updated information on Inter-University Student Agreements.
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for detailed information on eligibility, requirements for this 
program, deadline, etc.

Inter-Faculty Student Agreement
The student exchange agreements, other than the Inter-
University Student Agreement, are aimed at exchange 
students in specific Faculties or Graduate Schools. Please 
go to our website to find out the updated information on 
Inter-Faculty Student Agreement: 

Interested students should consult their home university’s 
International Office or relevant offices in their Faculty/
Graduate School.

What can students study at Kobe University as 
exchange students?
Most classes offered at Kobe University are taught 
in Japanese, which means daily homework, reading 
materials, and examinations will be given in Japanese. In 
order to be enrolled in and successfully complete regular 
courses, the students must have an advanced-level of 
Japanese language skill. They will belong to one of the 
Faculties or Graduate Schools that they applied for and 
are admitted to. Within each Faculty/Graduate School, 
they will have an academic advisor or a tutor to help them 
with academic matters. After arriving at Kobe University, 
the advisor/tutor will meet the students individually and 
decide the appropriate classes according to the level of 
their Japanese language ability. If they were assessed as 
having an adequate Japanese language skill, they will be 
eligible to take any class without limitation, except for ones 
with pre-requisites. For those who take part in research 
activities, the language requirement will be determined on 
an individual basis depending on whether supervision in 
English is available in their field of interest.

部局間協定
大学間学生交流協定以外に、特定の学部・研究科での学

生交流を目的とした部局間の学生交流協定があります。部

局間学生交流協定の最新情報については、ウェブサイトを

ご覧ください。

交換留学プログラムに興味がある学生は、所属大学の国

際オフィスまたは所属学部・研究科にお問合せください。

交換留学で何を学べる？

神戸大学の授業のほとんどは日本語で行われているた

め、正規の授業を受けるには、高い日本語能力が必要です。

交換留学生は、希望し受入れが許可された１つの学部・研

究科に所属します。交換留学生は指導教員やチューターか

ら、学習・研究について相談指導を受けることができます。

来日後、指導教員やチューターと個別に面談し、日本語能

力を考慮しながら履修科目を決定します。日本語能力が十

分あると判断された場合、受講資格を満たしていれば、基

本的に制限なく学部・研究科の授業を履修することができ

ます。研究を行う大学院生については、研究分野によって

英語での指導も可能ですので、日本語能力については個別

に判断されます。

URL 部局間学生交流協定
Inter-Faculty Student Agreement
http://www.kobe-u.ac.jp/en/international-students/prospective/exchange-students.html

URL 授業に関する情報、シラバスなどは、ウェブサイトをご覧ください。
For the academic information such as courses, syllabus, class schedule, etc, please go to the following website.
http://syllabus.kobe-u.ac.jp/kobe-ex/campus
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If the exchange students were assessed as having not-
enough Japanese language skill to take regular classes, 
they will be given an opportunity to enroll in Japanese 
language / Studies Program offered by Center for 
International Education. There are 3 courses of different 
levels. Please refer to page 50.

Japanese Language / Studies Program
1）Integrated Japanese Language Course
2）Japanese language/Japanese Studies Courses
3）Intensive Japanese Language Course

Exchange Application Procedure at a Glance
This chart applies to the Inter-University Student 
Agreements only. For information on the Inter-Faculty 
Student Agreements, please consult with each Faculty or 
the International Office of your home university.
Please refer to our website for more detail

交換留学生の日本語能力が正規の授業を受けるのに不十

分だと判断された場合、国際教育総合センターが提供して

いる日本語教育プログラムを受けることができます。日本

語教育プログラムは３つあり、レベルがいくつかあります。

日本語教育プログラムの詳細は50ページをご覧ください。

日本語教育プログラム

1）総合日本語コース

2）日本語予備教育コース

3）日本語・日本事情コース

交換留学出願方法
下記の出願方法は、大学間協定の交換留学出願方法で

す。部局間協定の交換留学出願方法については、神戸大学

の該当学部・研究科または在籍大学の国際オフィスにお問

合せください。

詳細はウェブサイトをご覧ください。

URL 日本語教育プログラム
Japanese Language / Studies Program
http://www.kobe-u.ac.jp/en/international-students/international-student-center/japanese-language-courses.html

1. Contact the International Office at your home 
university and get information on requirements 
and deadlines for the exchange program.

2. Apply for the exchange program through your 
home university.
Application deadlines are as follows:
For Spring Semester Enrollment（April-September):
November 1st
For Fall Semester Enrollment（October-March):
May 1st

3. Acceptance

4. Acceptance package arrives
-Official acceptance letter
-COE（Certificate of Eligibility）
-Arrival Information Form, etc. 

5. Apply for a“College Student Visa”at a Japanese Embassy 
/ Consulate in your home country before entrance.

1.在籍大学の国際オフィスへ連絡し、交換留学プログ
ラムの申請要件や申請期日等について情報を得る。

2.在籍大学を通して交換留学プログラムに応募
出願期日:��前期（4月～9月）留学：11月1日
� 後期（10月～3月）留学：5月1日

3. 入学許可

4.入学許可書類が届く
・入学許可書
・在留資格認定証明書
・到着情報フォーム等

5.母国にある日本大使館・領事館で留学ビザを申請
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Scholarships for Exchange Students
Exchange students can apply for the following 
scholarships if they meet the qualifications.  Interested 
students should apply through their home university .

・JASSO “STUDENT EXCHANGE SUPPORT PROGRAM 
(SCHOLARSHIP FOR SHORT-TERM STUDY IN JAPAN)”

This scholarship is available for qualified international 
students accepted by Japanese universities or graduate 
schools under the student exchange agreement on a short-
term up 12 months basis. Eligible applicant should have a 
nationality that Japan has diplomatic relations with（and 
Taiwan） and should not hold Japanese nationality.

Please refer to the following JASSO website for details.

交換留学生のための奨学金
交換留学生は応募条件を満たしている場合、以下の奨学

金に応募することができます。応募は在籍大学を通して行

います。

・JASSO　海外留学支援制度（協定受入れ）

この奨学金は、日本の大学や大学院に1年間以内、交

換留学生として留学する学生を対象としています。日本

国籍を有しない者で、日本と国交がある国籍を有する者

が対象です（但し、台湾を含む）。

詳細はJASSOのウェブサイトをご覧ください。

6. Reserve an airplane ticket and purchase a 
traveler’s insurance. 

7. Come to Japan!! 

8. Participate in New Student Orientation

9. Classes begin. Enjoy your stay!!

6.飛行機の予約、海外旅行保険へ加入

7.渡日

8.新入生オリエンテーションに参加

9.授業開始！

URL 交換留学プログラム
Exchange Program
http://www.kobe-u.ac.jp/en/international-students/prospective/exchange-students.html

URL JASSO 海外留学支援制度（協定受入れ）
JASSO “Student Exchange Support Program” 
http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/short_term.html

支援内容／ Students will be provided the following amount in Japanese yen:

月　　　額：　￥80,000 支給　（最高 12ヶ月間） Monthly stipend: ¥80,000 per month （up to 12 months）
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・HUMAP Student Exchange Promotion Program 
（Inbound）Scholarship

In order to promote student exchange between 
universities in the Hyogo region and universities in 
the Asia-Pacific region, HUMAP（Hyogo University 
Mobility in Asia and the Pacific）offers scholarship for 
exchange students using the financial support from 
Hyogo Prefecture.

This scholarship is available to students accepted and 
enrolled in one of the HUMAP member universities or 
graduate schools under the short-term（six months to 
one year）student exchange agreement.

Kobe University makes the preliminary selection and 
nominates candidates to HUMAP, who will make the final 
decision.

・Kobe University Fund
This scholarship program is newly established in 
2013 in order to conduct extensive educational and 
research exchanges with partner institutions. This fund 
is supported by Kobe University alumni.

This scholarship is available to students who have 
achieved a superior academic record and have clear-
cut objectives of studying at Kobe University.  Selection 
and allocation will be conducted by Kobe University.

・HUMAP 留学生交流推進制度（短期受入れ）

HUMAP（Hyogo�University�Mobility�in�Asia�and�the�

Pacific：アジア・太平洋大学間交流ネットワーク）は、

兵庫県内の大学とアジア・太平洋地域の大学との交流の

一環として、兵庫県からの財政的支援をうけ、HUMAP

参加大学間の留学生交流の推進を目的とし、交換留学生

に対する奨学金の支給を行っています。

この奨学金は、HUMAP参加大学に所属している学生

で、日本の大学や大学院に、6ヶ月以上1年未満、交換

留学生として留学する学生を対象としています。

神戸大学が応募者を選考し、HUMAPへ推薦、その後採

否が決定されます。

・神戸大学基金
この助成制度は、協定校との活発な交流促進を目的と

して、2013年に新たに創設されました。この基金は神

戸大学同窓生により支援されています。

この助成金は、成績が特に優秀で、神戸大学への留学

にあたり明確な目的を持つ学生を対象に、神戸大学が選

考します。

URL 交換留学生のための奨学金
Scholarships for Exchange Students
http://www.kobe-u.ac.jp/en/international-students/prospective/exchange-students.html

URL HUMAP参加大学一覧
HUMAP member universities
http://www.hyogo-al.jp/humap/index.htm

支援内容／ Students will be provided the following amount in Japanese yen:

月　　　額：　￥80,000 支給　（最高 12ヶ月間） Monthly stipend: ¥80,000 per month （up to 12 months）

支援内容／ Students will be provided the following amount in Japanese yen:

1 学期間：　￥250,000 ¥250,000 per 1 semester
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Short-term Visiting Students
Summer Program in Japanese Language and Culture
This summer program is hosted by Kobe University 
International Student Center for students studying Japanese 
at institutions that have academic exchange agreements with 
Kobe University (2 weeks). Students must have at least an 
intermediate level of Japanese language ability. The content 
is made up of a brush-up program and seminars on Japanese 
culture. It also includes study trips on the history and culture 
of Japan, and support/exchange programs conducted by 
Japanese students acting as teaching assistants. 

短期訪問学生
夏期日本語日本文化研修プログラム
このプログラムは、神戸大学と学術交流協定を締結して

いる海外の大学で、日本語・日本文化を学習している学部

留学生を対象とするプログラムです。受講資格は、中級以

上の日本語能力があることです。コースの内容は、日本語

のブラッシュアップと、日本文化の体験です。日本文化講

義、日本文化見学旅行、日本人学生ティーチング・アシス

タントによるサポートや交流なども含まれます。夏期集中

型（2週間）の短期プログラムです。
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Schedule 2016

日程 8:50 ～ 10:20 10:40 ～ 12:10 13:20 ～ 14:50 15:10 ～ 16:40

7月4日（月）
／July 4（Mon） 来日・ホテルチェックイン／ Arrival in Japan & Hotel Check-in

7月5日（火）
／July 5（Tue）

開講式
Opening�Ceremony
オリエンテーション

Orientation

神戸大学紹介
Overview�of

Kobe�University

歓迎茶話会
Welcome�Tea�Party

7月6日（水）
／July 6（Wed）

日本語演習�1
Japanese 1

日本語演習�2
Japanese 2

日本語演習�3
Japanese 3

7月7日（木）
／July 7（Thu）

日本語演習�4
Japanese 4

日本語演習�5
Japanese 5

日本語演習�6
Japanese 6

7月8日（金）
／July 8（Fri）

日本文化見学旅行�
Japanese�Culture�Study�Tour

7月9日（土）
／July 9（Sat）

課題学習
（Task�based�assignment）

7月10日（日）
／July 10（Sun）

7月11日（月）
／July 11（Mon）

日本語演習�7
Japanese 7

日本語演習�8
Japanese 8

日本語演習�9
Japanese 9

7月12日（火）
／July 12（Thu）

日本語演習�10
Japanese 10

日本語演習�11
Japanese 11

日本語演習�12
Japanese 12

7月13日（水）
／July 13（Wed）

日本語演習�13
Japanese 13

日本語演習�14
Japanese 14

日本語演習�15
Japanese 15

7月14日（木）
／July 14（Thu）

修了式
Closing�Ceremony

歓送会
Farewell�Party

7月15日（金）
／July 15（Fri） ホテルチェックアウト・帰国／ Hotel Check-out & Departure

※プログラムスケジュールは変更する可能性があります。
　The program schedule may be subject to change.
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■Program Overview
Duration: 2 weeks（beginning July to mid July）

Number of participants: 40 students
Eligible students: Undergraduate students who are 
registered at a university with which we have an 
academic exchange agreement

■Program: 
・Japanese language/Japanese conversation（advanced level)
・Experiencing Japanese cultures
・Excursion to cultural sites in Japan 
・Exchange activities with Kobe University students

■Accommodation: Students stay at the hotel in kobe City.
■Fees:  Kobe University bears the costs related to tuition, 

teaching materials, and partial accommodation 
fee.  Participants will be asked to bear the cost 
of travel to/from Japan and daily living expenses 
（food, partial accommodation fee, and travel）.

■Application:  Interested students should consult with the 
International Office or the relevant office of 
the home university for internal selection and 
application process. All participants are decided 
from the nominees by the partner universities.

■プログラム概要
期間：2週間（7月上旬～7月中旬）

定員：40名

対象：神戸大学と学術交流協定を締結している海外の大

学の学部学生

■プログラム内容：

・日本語・日本語会話（中上級レベル）

・日本文化体験

・日本文化見学旅行

・神戸大学の学生によるサポート

■宿　　舎：参加者は神戸市内のホテルに滞在します。

■参加費用：プログラムに関わる授業料、教材費、宿泊費

（一部）は神戸大学が負担します。一部宿泊

費、渡航費、滞在費（食費、交通費等）は参

加者負担となります。

■参加申込み：応募希望の方は、在籍大学の国際オフィスま

たは関連部署に、申請方法、学内選考につい

てお問合せださい。参加者は毎年、協定校か

らの推薦で決定します。

URL 夏期日本語日本文化研修プログラム
Summer Program in Japanese Language and Culture
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/english/i_summer.html
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Japanese Government(Monbukagakusho/
MEXT)Scholarship
■About the System
Japanese Government（Monbukagakusho/MEXT) Scholarship
（hereinafter called MEXT Scholarship） was established in 
1954 for international cultural exchange with foreign countries 
across the globe to promote mutual friendship and contribution 
to foster human resources from the world. As of November 1, 
2015, there are 185 students studying at Kobe University as 
MEXT Scholars.

■What are the merits of the MEXT Scholarship?
1. The Japanese Government（Monbukagakusho）

covers the stipend, academic expenses including tuition 
and a round trip airfare so the student can concentrate 
on his / her study and research.

2. Having been a MEXT Scholar is a big plus when looking 
for employment or applying for admission to institutions 
of higher education etc.

■Categories of MEXT Scholarship
MEXT Scholarship System provides scholarships for 
the following seven groups of students: Undergraduate 
Students, Research Student, Japanese Studies Students, 
Teacher Training Students, College of Technology 
Students, Special Training College Students, and ‘Young 
Leaders’ Program Students.

Among these, only the following four groups of students 
are accepted at Kobe University.
There are also special scholarship programs conducted 

between the Japanese Government and the governments 
listed below at Kobe University.

国費外国人留学生（日本政府（文部科学省）奨学金）

■制度について
1954年に創設されたこの制度は、日本が世界の国々と

の国際文化交流を図り、相互の友好親善を促進するととも

に、世界の国々の人材養成に貢献することを目的として創

設されました。神戸大学では185名（2015年11月１日

現在）の国費外国人留学生が勉強しています。

■国費外国人留学生のメリット
1.�日本政府（文部科学省）が、奨学金、授業料等の学費およ

び旅費を負担するため，勉強・研究に集中できることです。

また、身分が保証されていることです。

2.�就職や大学院進学時に国費外国人留学生の経歴がプラ

スになります。

■国費外国人留学生の種類は
日本の国費外国人留学生の種類は、現在７種類（①学部

留学生、②研究留学生、③日本語・日本文化研修留学生、

④教員研修留学生、⑤高等専門学校留学生、⑥専修学校

留学生、⑦ＹＬＰ留学生）で構成されています。

　その中で、本学では以下の４種類の国費外国人留学生を

受け入れています。

　なお、日本国政府と相手国政府の合意により実施してい

る特別なプログラムがあります。

１．学部留学生（学部レベル）／ Undergraduate Students
学位取得を目的とする／ Degree seeking

２．研究留学生（大学院レベル）／ Research Students

３．日本語・日本文化研修留学生／ Japanese Studies Students
学位取得を目的としない／ Non-degree seeking

４．教員研修留学生／ Teacher Training Students

５．日韓共同理工系学部留学生／ Japan-Korea Joint Scholarship Program for Science and Engineering Students 学位取得を目的とする
Degree seeking６．中国赴日本国留学生／ Chinese Students
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■Application and Selection Methods（For applicants 
living outside Japan）

To apply for Japanese government scholarship, the 
following two methods of application are available:

 1）Embassy recommendation
 2）University recommendation

1）Embassy recommendation
Scholarship applications are initially screened by 
the Japanese Embassy （or Consulate General, 
depending on the country）and then the recommen-
dation is sent to Japanese Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology （MEXT).
Because the application process differs according 
to the country in which the Japanese Embassy is 
located, inquire for details at the Japanese Embassy 
or Consulate General in your home country.

2）University recommendation
Kobe University screens the students recommended 
by a partner institution directly and then the 
selected candidates are recommended to MEXT. 
The recruitment will be announced through each 
Faculty to the students’ home institution. Please ask 
the international office of your home institution for 
detailed information. 
In addition, as a special case, MEXT Scholarships 
Domestic Selection is available to privately-financed 
students currently studying at Kobe University. (cf. 
page 129)
※Depending on the year, it is not recruited.

■国費外国人留学生の募集・選考方法について
日本国外に在住の者が国費留学を希望する場合は、次の

二つの方法があります。

1）�大使館推薦による採用

2）�大学推薦による採用

1）�大使館推薦

　対象国を管轄する日本の在外公館が公募・選考（一

次選考）し、選定者を政府（文部科学省）に推薦し

ます。

　日本大使館がある国によって申請手続きが異なる

ため、詳細は母国の日本大使館または領事館にお問

合せください。

2）�大学推薦

　本学と大学間交流協定を締結している海外の教育

機関から募集し、学内選考のうえ選定者を政府（文

部科学省）に推薦します。募集は、母国の教育機関

を通して行なわれますので、詳細は在籍する教育機

関の留学担当にお問合せください。

　なお、特例として、本学に在学する私費外国人留

学生（正規生として在学する者）から募集し、学内

選考のうえ選定者を政府（文部科学省）に推薦する、

「国内採用」（129ページ参照）方法があります。

　※募集がない年度もあります。

URL 日本国大使館・領事館
Japanese Embassies and Consultates
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html
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■Extension of MEXT Scholarships
If a MEXT Scholar is willing to go on to higher 
education（undergraduate to master’s student, research 
student to master’s or doctoral student, master’s to 
doctoral student etc), his/her status may be extended 
under specific conditions and through proper extension 
procedures.

■国費身分の継続について
　国費外国人留学生に採用された学生が進学（学部生か

ら修士、研究生から修士・博士、修士から博士等）する

場合は、一定の条件を満たし、延長の手続きを行うこと

で、国費の身分が継続される場合があります。
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■応募者の資格および条件等の概略／ Eligibility and Conditions at a glance （2015 年 4月現在／ As of April , 2015）

分類／ Categories 1. 学部留学生
Undergraduate Students

2. 研究留学生（大学院生および研究生）
Research Students （Master ／ Doctoral and research students）

3. 日本語・日本文化研修留学生
Japanese Studies Students

4. 教員研修留学生
Teacher Training Students

5.�日韓共同理工系学部留学生
Japan-Korea Joint Program 

Students

6.�中国赴日本国留学生
Chinese Students

募集方法／ Application Methods 大使館推薦
Embassy Recommendation

大学推薦�
University Recommendation

大使館推薦�
Embassy Recommendation

大学推薦�
University Recommendation

大使館推薦�
Embassy Recommendation ― 大使館推薦

Embassy Recommendation

問合せ先・申請先／
Inquiries / Where to Apply

応募者の国籍国を管轄する日本大使館・領事館
The Japanese Embassy or Consulate under the jurisdiction of the country in 
which the applicant has nationality

在籍する大学の留学担当または，神戸大学の希望する研究科
の教務学生係
International office at the university in which the 
applicant is enrolled in or academic section at the 
graduate school of his ／ her interest at Kobe University

応募者の国籍国を管轄する
日本大使館・領事館
The Japanese Embassy or Consulate 
under the jurisdiction of the country 
in which the applicant has nationality

在籍する大学の留学担当�
International office at the 
university in which the 
applicant is enrolled

応募者の国籍国を管轄する日本大使
館・領事館
The Japanese Embassy or Consulate under 
the jurisdiction of the country in which the 
applicant has nationality

韓国�国立国際教育院�
National Institute for 
International Education, Korea

在籍する大学または中国教育部�
The university in which the 
applicant is enrolled or MOE of 
China

申請時期�／ Application Period

3 月頃
Around March
※在外公館が指定／ *Designated by the Japanese Embassy

12 月頃（*1）
Around December（*1）

2 月頃
Around February
※在外公館が指定
*Designated by the
 Japanese Embassy

1 月頃（*1）
Around January（*1）

2 月頃
Around February
※在外公館が指定／ *Designated 
by the Japanese Embassy

※韓国�国立国際教育院が指定
*Designated by National 
Institute for International 
Education, Korea 

2 ～ 3月頃
Around February to March
※中国教育部が指定
*Designated by MOE of China

選考方法�／ Selection Methods
書類審査、筆記、面接
Documentary screening, paper tests and interview

書類審査
Documentary screening

書類審査、面接等
Documentary screening, interview 
etc

※中国教育部が指定
*Designated by MOE of China

資格�／ Eligibility

高等学校に相当する学校の卒業者、
または卒業予定者、日本の大学入学
資格を有する者
Those who have completed 
secondary schools or the 
equivalent, those who are expected 
to graduate from one, or those 
who meet the qualifications for 
Japanese universities

日本の大学を卒業した者
Japanese University or college graduates

上記に相当する学力を持つ者�
Those who have academic ability equal to above

日本語または日本文化に関連した分野を専攻する外国（日本国以外）
の大学に、渡日・帰国時点で学部に在学する者。大学での通算学習
期間が1年以上の者。（高い日本語能力が必要）／ Those who are 
undergraduates at foreign （non-Japanese） universities majoring in 
fields related to the Japanese language or Japanese culture at the 
time of arrival in and departure from Japan （Advanced Japanese 
language proficiency is required）. Their study at the university 
must be for an overall period exceeding 1 year.
大学推薦のみ、本学と大学間交流協定を締結する大学に在学
し、推薦を受ける者。／ Only for those who are recommended 
by universities which have academic agreements with Kobe 
University

・大学または教員養成学校を卒業後，
通算 5年以上の現職経験がある者。
・自国の初等・中等教育機関の現職
教員および教員養成学校の教員であ
る者（現職の大学教員は不可）／
University or teacher training 
college graduates who have over 5 
years of experience as 1） teachers 
in active service of primary or 
secondary schools, or 2）teachers on 
teacher training service, or 3） staffs 
of educational administration service

進学博士（修士課程修了者）
Those who have a master’s 
degree and is willing to go enter 
a Doctoral course

年齢（入学時）／
Selection Methods 17歳から21歳／ From 17 to 21 35 歳未満／ Under 35 18 ～ 29歳／ From 18 to 29 35 歳未満／ Under 35 ※中国教育部が指定

*Designated by MOE of China

渡日時期�／ Eligibility 4 月／ April 4 月または 10月／ April or October 10 月／ October

日本語教育�／
Japanese language Education

原則、東京外国語大学または大阪大
学にて 1年間の教育を受ける
1 year in principle at either Tokyo 
University of Foreign Studies or 
Osaka University

日本語能力が十分でない者は 6ヶ月間の教
育を受けることができる
6 months （those with insufficient Japanese 
ability are able to take） 

原則、必要としないが場合によって 6ヶ月
間の教育を受けることも可能
Not required in principal 
Applicants may be able to take 6-month 
Japanese language education according to 
the circumstances

―

原則、6ヶ月間の教育を受ける
6 months in principle

韓国にて6ヶ月間（3月～ 8月）
日本の受け入れ大学にて6ヶ月間
（10月～ 3月）の教育を受ける
6 months from March to August in 
Korea; 6 months from October to 
March in a host university in Japan

吉林省長春市の東北師範大学内
中国赴日本国留学生予備学校に
て、11ヶ月間の教育を受ける
11 months at Northeast Normal 
University in Changchun of Jilin 
Province

奨学期間�／ Duration

・5年間（日本語等教育期間含む）
＊医学部は 7年間
5  years  inc lud ing  Japanese 
language Education *for Faculty of 
Medicine, 7 years
日本語等教育課程を修了後、学部生
として入学するためには、本学の学
部入学試験に合格する必要がありま
す。
After the Japanese language 
education, students must take 
the entrance examination for 
Kobe University to be enrolled in 
undergraduate degree program 

・研究生として 4月入学（渡日）した場合
は 2年間、10月入学（渡日）した場合は 1.5
年間。（日本語予備教育期間含む）
For applicants who expect to be enrolled as 
research （non-degree） students: 1: when they 
arrive in Japan in April, Up to 2 years 2: when 
they arrive in Japan in October, Up to 1.5 
years（both includes Japanese language 
Education）
・修士または博士課程に入学（渡日）した場
合は、その課程の標準修業年限。
For applicants who expect to be enrolled in 
degree programs （Master’s, or Doctoral）: 
until completion of the same program （but 
not to exceed the usual number of years 
required for completion）

・研究生として入学（渡日）した場合は 1.5 年間。
（日本語教育期間含む）
For applicants who expect to be enrolled as 
research （non-degree seeking） students:1.5 
years including Japanese language Education
・修士または博士課程に入学（渡日）した場合は、
その課程の標準修業年限。
For applicants enrolled in Doctoral degree 
programs（Master’s or Doctoral） : until  the 
completion of the same program （but not to 
exceed the usual number of years required for 
completion）
＊プログラムによっては修業年限が短い場合が
ある。
*Depending on programs, the number of years 
required for completion is shorter

1 年
1 year

1.5 年間（日本語教育期間を含む）
1.5 years including Japanese 
language Education
※日本語が優秀な場合は、日本語教
育を省いて、1.5 年間または１年間
のプログラムの場合もあります。
*1 or 1.5 years（In case applicants 
have an excellent Japanese 
language）

4.5 年間（日本での日本語教育期
間を含む）
4.5 years including Japanese  
language Education in Japan

・研究生として入学（渡日）した
場合は 1.5 年間
※日本語が優秀な場合は、４月入
学（渡日）が認められることもあり
ます。研究生の期間は２年間です。
For research （non-degree seeking） 
students:1.5 years
*Those who have an excellent Japanese 
language may be admitted to enter 
from April（In this case, research（non-
degree）students : 2years）�
・博士課程に入学（渡日）した場
合は、その課程の標準修業年限
For applicants who expect to be 
enrolled in Doctoral degree programs : 
until completion of the same program 

（but not to exceed the usual number 
of years required for completion）

学部から修士課程、研究生から修士または博士課程、修士から博士課程に進学する場合は、研究科の入学試験に合格する必
要があります。（*2）／ Students must take and pass the graduate school’s entrance exam in order to be enrolled in higher 
education. （*2） Example: from undergraduate to master’s course, from research （non-degree seeking） students to master’s 
or doctoral course, from master’s to doctoral course. 

研究生から博士課程に進学する場合
は、研究科の入学試験に合格する必
要があります。（*2）
For research students to be enrolled 
in doctoral courses, students must 
take and pass the graduate school’s 
entrance exam. （*2）

奨学金（月額）／Monthly Stipend
¥117,000

研究生／ Research （non-degree seeking） students 　¥143,000
修士課程の学生／Master’s students 　¥144,000
博士課程の学生／ Doctoral students 　¥145,000

¥117,000�

研究生
Research （non-degree seeking）
students 　¥143,000

¥117,000 研究生
Research （non-degree seeking）
students 　¥143,000
博士課程の学生
Doctoral students 　¥145,000

　　　　　　　　特定地域で勉強する学生には毎月 2,000 円または 3,000 円を加算（神戸大学は 3,000 円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Those�who�study�in�certain�designated�regions�will�be�provided�an�additional�monthly�stipend�of�2,000�yen�or�3,000�yen�（3,000�yen�in�Kobe）

授業料�／ Tuition Fees 免除／ exempted

旅費�／ Traveling Cost 1 回分の往復航空券が支給される／ return trip expenses （flight ticket） provided

（*1）神戸大学への申請時期　　（*2）上位課程等に進学する際には、国費身分の延長手続きをしておく必要があります。
（*1） Indicates the application period for Kobe University.
（*2） To enroll in higher education, scholarship extension procedure is essential.

URL 国費外国人留学生（日本政府（文部科学省）奨学金）　MEXT Scholarships
http://www.kobe-u.ac.jp/en/international-students/prospective/scholarships-
pre-enrollment-applicants.htm（English Only）
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■応募者の資格および条件等の概略／ Eligibility and Conditions at a glance （2015 年 4月現在／ As of April , 2015）

分類／ Categories 1. 学部留学生
Undergraduate Students

2. 研究留学生（大学院生および研究生）
Research Students （Master ／ Doctoral and research students）

3. 日本語・日本文化研修留学生
Japanese Studies Students

4. 教員研修留学生
Teacher Training Students

5.�日韓共同理工系学部留学生
Japan-Korea Joint Program 

Students

6.�中国赴日本国留学生
Chinese Students

募集方法／ Application Methods 大使館推薦
Embassy Recommendation

大学推薦�
University Recommendation

大使館推薦�
Embassy Recommendation

大学推薦�
University Recommendation

大使館推薦�
Embassy Recommendation ― 大使館推薦

Embassy Recommendation

問合せ先・申請先／
Inquiries / Where to Apply

応募者の国籍国を管轄する日本大使館・領事館
The Japanese Embassy or Consulate under the jurisdiction of the country in 
which the applicant has nationality

在籍する大学の留学担当または，神戸大学の希望する研究科
の教務学生係
International office at the university in which the 
applicant is enrolled in or academic section at the 
graduate school of his ／ her interest at Kobe University

応募者の国籍国を管轄する
日本大使館・領事館
The Japanese Embassy or Consulate 
under the jurisdiction of the country 
in which the applicant has nationality

在籍する大学の留学担当�
International office at the 
university in which the 
applicant is enrolled

応募者の国籍国を管轄する日本大使
館・領事館
The Japanese Embassy or Consulate under 
the jurisdiction of the country in which the 
applicant has nationality

韓国�国立国際教育院�
National Institute for 
International Education, Korea

在籍する大学または中国教育部�
The university in which the 
applicant is enrolled or MOE of 
China

申請時期�／ Application Period

3 月頃
Around March
※在外公館が指定／ *Designated by the Japanese Embassy

12 月頃（*1）
Around December（*1）

2 月頃
Around February
※在外公館が指定
*Designated by the
 Japanese Embassy

1 月頃（*1）
Around January（*1）

2 月頃
Around February
※在外公館が指定／ *Designated 
by the Japanese Embassy

※韓国�国立国際教育院が指定
*Designated by National 
Institute for International 
Education, Korea 

2 ～ 3月頃
Around February to March
※中国教育部が指定
*Designated by MOE of China

選考方法�／ Selection Methods
書類審査、筆記、面接
Documentary screening, paper tests and interview

書類審査
Documentary screening

書類審査、面接等
Documentary screening, interview 
etc

※中国教育部が指定
*Designated by MOE of China

資格�／ Eligibility

高等学校に相当する学校の卒業者、
または卒業予定者、日本の大学入学
資格を有する者
Those who have completed 
secondary schools or the 
equivalent, those who are expected 
to graduate from one, or those 
who meet the qualifications for 
Japanese universities

日本の大学を卒業した者
Japanese University or college graduates

上記に相当する学力を持つ者�
Those who have academic ability equal to above

日本語または日本文化に関連した分野を専攻する外国（日本国以外）
の大学に、渡日・帰国時点で学部に在学する者。大学での通算学習
期間が1年以上の者。（高い日本語能力が必要）／ Those who are 
undergraduates at foreign （non-Japanese） universities majoring in 
fields related to the Japanese language or Japanese culture at the 
time of arrival in and departure from Japan （Advanced Japanese 
language proficiency is required）. Their study at the university 
must be for an overall period exceeding 1 year.
大学推薦のみ、本学と大学間交流協定を締結する大学に在学
し、推薦を受ける者。／ Only for those who are recommended 
by universities which have academic agreements with Kobe 
University

・大学または教員養成学校を卒業後，
通算 5年以上の現職経験がある者。
・自国の初等・中等教育機関の現職
教員および教員養成学校の教員であ
る者（現職の大学教員は不可）／
University or teacher training 
college graduates who have over 5 
years of experience as 1） teachers 
in active service of primary or 
secondary schools, or 2）teachers on 
teacher training service, or 3） staffs 
of educational administration service

進学博士（修士課程修了者）
Those who have a master’s 
degree and is willing to go enter 
a Doctoral course

年齢（入学時）／
Selection Methods 17歳から21歳／ From 17 to 21 35 歳未満／ Under 35 18 ～ 29歳／ From 18 to 29 35 歳未満／ Under 35 ※中国教育部が指定

*Designated by MOE of China

渡日時期�／ Eligibility 4 月／ April 4 月または 10月／ April or October 10 月／ October

日本語教育�／
Japanese language Education

原則、東京外国語大学または大阪大
学にて 1年間の教育を受ける
1 year in principle at either Tokyo 
University of Foreign Studies or 
Osaka University

日本語能力が十分でない者は 6ヶ月間の教
育を受けることができる
6 months （those with insufficient Japanese 
ability are able to take） 

原則、必要としないが場合によって 6ヶ月
間の教育を受けることも可能
Not required in principal 
Applicants may be able to take 6-month 
Japanese language education according to 
the circumstances

―

原則、6ヶ月間の教育を受ける
6 months in principle

韓国にて6ヶ月間（3月～ 8月）
日本の受け入れ大学にて6ヶ月間
（10月～ 3月）の教育を受ける
6 months from March to August in 
Korea; 6 months from October to 
March in a host university in Japan

吉林省長春市の東北師範大学内
中国赴日本国留学生予備学校に
て、11ヶ月間の教育を受ける
11 months at Northeast Normal 
University in Changchun of Jilin 
Province

奨学期間�／ Duration

・5年間（日本語等教育期間含む）
＊医学部は 7年間
5  years  inc lud ing  Japanese 
language Education *for Faculty of 
Medicine, 7 years
日本語等教育課程を修了後、学部生
として入学するためには、本学の学
部入学試験に合格する必要がありま
す。
After the Japanese language 
education, students must take 
the entrance examination for 
Kobe University to be enrolled in 
undergraduate degree program 

・研究生として 4月入学（渡日）した場合
は 2年間、10月入学（渡日）した場合は 1.5
年間。（日本語予備教育期間含む）
For applicants who expect to be enrolled as 
research （non-degree） students: 1: when they 
arrive in Japan in April, Up to 2 years 2: when 
they arrive in Japan in October, Up to 1.5 
years（both includes Japanese language 
Education）
・修士または博士課程に入学（渡日）した場
合は、その課程の標準修業年限。
For applicants who expect to be enrolled in 
degree programs （Master’s, or Doctoral）: 
until completion of the same program （but 
not to exceed the usual number of years 
required for completion）

・研究生として入学（渡日）した場合は 1.5 年間。
（日本語教育期間含む）
For applicants who expect to be enrolled as 
research （non-degree seeking） students:1.5 
years including Japanese language Education
・修士または博士課程に入学（渡日）した場合は、
その課程の標準修業年限。
For applicants enrolled in Doctoral degree 
programs（Master’s or Doctoral） : until  the 
completion of the same program （but not to 
exceed the usual number of years required for 
completion）
＊プログラムによっては修業年限が短い場合が
ある。
*Depending on programs, the number of years 
required for completion is shorter

1 年
1 year

1.5 年間（日本語教育期間を含む）
1.5 years including Japanese 
language Education
※日本語が優秀な場合は、日本語教
育を省いて、1.5 年間または１年間
のプログラムの場合もあります。
*1 or 1.5 years（In case applicants 
have an excellent Japanese 
language）

4.5 年間（日本での日本語教育期
間を含む）
4.5 years including Japanese  
language Education in Japan

・研究生として入学（渡日）した
場合は 1.5 年間
※日本語が優秀な場合は、４月入
学（渡日）が認められることもあり
ます。研究生の期間は２年間です。
For research （non-degree seeking） 
students:1.5 years
*Those who have an excellent Japanese 
language may be admitted to enter 
from April（In this case, research（non-
degree）students : 2years）�
・博士課程に入学（渡日）した場
合は、その課程の標準修業年限
For applicants who expect to be 
enrolled in Doctoral degree programs : 
until completion of the same program 

（but not to exceed the usual number 
of years required for completion）

学部から修士課程、研究生から修士または博士課程、修士から博士課程に進学する場合は、研究科の入学試験に合格する必
要があります。（*2）／ Students must take and pass the graduate school’s entrance exam in order to be enrolled in higher 
education. （*2） Example: from undergraduate to master’s course, from research （non-degree seeking） students to master’s 
or doctoral course, from master’s to doctoral course. 

研究生から博士課程に進学する場合
は、研究科の入学試験に合格する必
要があります。（*2）
For research students to be enrolled 
in doctoral courses, students must 
take and pass the graduate school’s 
entrance exam. （*2）

奨学金（月額）／Monthly Stipend
¥117,000

研究生／ Research （non-degree seeking） students 　¥143,000
修士課程の学生／Master’s students 　¥144,000
博士課程の学生／ Doctoral students 　¥145,000

¥117,000�

研究生
Research （non-degree seeking）
students 　¥143,000

¥117,000 研究生
Research （non-degree seeking）
students 　¥143,000
博士課程の学生
Doctoral students 　¥145,000

　　　　　　　　特定地域で勉強する学生には毎月 2,000 円または 3,000 円を加算（神戸大学は 3,000 円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Those�who�study�in�certain�designated�regions�will�be�provided�an�additional�monthly�stipend�of�2,000�yen�or�3,000�yen�（3,000�yen�in�Kobe）

授業料�／ Tuition Fees 免除／ exempted

旅費�／ Traveling Cost 1 回分の往復航空券が支給される／ return trip expenses （flight ticket） provided

（*1）神戸大学への申請時期　　（*2）上位課程等に進学する際には、国費身分の延長手続きをしておく必要があります。
（*1） Indicates the application period for Kobe University.
（*2） To enroll in higher education, scholarship extension procedure is essential.
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■Admission Fee Waiver Program 
Kobe University offers an admission fee waiver program 
that exempts the entire or half of the admission fee. 
Students who have significant difficulty in paying 
the admission fee for economic reasons may apply 
（applicable only to degree-seeking students）. Selection 
is based on the application.

■Tuition Waiver Program
Kobe University offers a tuition waiver program that 
exempts the entire or half of the tuition fee. Students 
who have outstanding academic records yet are having 
difficulty paying the tuition for economic reasons may 
apply （applicable only to degree-seeking students）. 
Selection is based on the application.
Note that due to a limited budget, not all applicants will be 
granted the exemption.

■入学金免除制度
経済的な理由等によって入学料の納付が著しく困難である

と認められる場合、本人の申請に基づき選考のうえ入学料

の全額または半額が免除されることがあります（正規生の

み）。

■授業料免除制度
経済的な理由によって授業料の納付が困難で、かつ、学業

成績が優秀な者については、前期または後期毎の申請に基

づき選考のうえ、授業料の全額または半額が免除される制

度があります。（正規生のみ）

なお、授業料免除は限られた予算の範囲内で実施されます

ので、必ずしも免除されるとは限りません。

URL 授業料・入学料免除などの制度
Exemption of Tuition /Admission Fee
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/tuition/index.html

学費／ Tuition & Fees （2015 年度現在／ As of AY2015）

検定料／ Entrance Examination Fee 入学料／ Admission Fee 授業料／ Tuition Fees

学部生／ Undergraduates ￥17,000 ￥282,000 （年間）�￥535,800 ／ year

大学院生／ Graduates ￥30,000 ￥282,000 （年間）�￥535,800 ／ year

研究生／ Research Students ￥9,800 ￥84,600 （月額）�￥29,700 ／ month



日本での生活
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日本での生活／ Life in Japan

清掃費、電気、水道、ガス代等は家賃に含まれていません。／ Cleaning fee, utilities etc. are not included in the following rents.

宿舎の種類／ Name 部屋のタイプ／
Room type

室料／Rent
（月／month） 通学時間／ Commute 部屋数／ No .of Room

インターナショナル・
レジデンス
Kobe University 
International 
Residence

単身室D、E
Single D, E

D：￥18,000
E：￥21,000 ポートライナー・電車を利

用して、約40～50分。
40 ～ 50 min. （on the 
average） using the  port-
liner and train

単身室／ Single D：52
� E：57
夫婦室／Married 
Couple 8
家族室／ Family�4

夫婦室
Married Couple ￥45,000

家族室
Family ￥49,000

住吉国際学生宿舎
Sumiyoshi International 
Student House

単身室
Single

￥4,700

バスや電車の利用又は徒
歩通学。いずれの場合も
約40～50分。
40 ～ 50 min. （on the 
average） either on foot 
or by bus and train

男子用／ male 30
女子用／ female 13

住吉寮
Sumiyoshi 
Residence

単身室
Single ￥18,000

バスや電車の利用又は徒
歩通学。いずれの場合も
約40～50分。
40 ～ 50 min. （on the 
average） either on foot 
or by bus and train

男子用／ male 7

国際交流会館
International
House

夫婦室
Married Couple
家族室
Family

￥9,500

￥11,900

六甲台キャンパスへは電車・
バスを利用し約50分。深
江キャンパスへは徒歩8分。
50 min. （on the average） 
to Rokkodai campus by 
train and bus. 8 min. walk 
to Fukae campus.

夫婦室／Married 
Couple 8
家族室／ Family 3

白鴎寮
（1ユニット
4個室タイプ）
Hakuo Dormitory 

（1 unit consists of
 4 separate rooms）

単身室
Single ￥5,900

六甲台キャンパスへは電車・
バスを利用し約50分。深
江キャンパスへは徒歩8分。
50 min. （on the average） 
to Rokkodai campus by 
train and bus. 8 min. 
walk to Fukae campus.

男子用／ male 16
女子用／ female 6

国維寮
Kokui 
Residence

単身室
Single ￥18,000

徒歩で約30分。バスを利
用した場合約20分。
30 min. on foot or 20 
min. by bus.

113

＊いずれの寮も最長入居期間は単身室 1年、夫婦室・家族室 3年です。
The permitted period of residence is limited to 1 year （single room） or 3 years （Marrled Couple and Family rooms）．

Housing /Accommodation
■Kobe University Residential Facilities(Dormitory)

The followings are Kobe University dormitories for 
international students. Please apply at the International 
Student Section of each Faculty/Graduate School in 
January or July.

宿舎について
■神戸大学設置の宿舎（寮）

　神戸大学には、以下の留学生向け宿舎があります。

　募集時期は1月（4月入居）および7月（10月入居）で、

所属学部・研究科の担当係で受け付けます。
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■Private Dormitory and Residence
The followings are dormitories and residences managed 
by private organizations for international students. From 
time to time, there may also be opening at residences 
owned by private company. Openings will be posted 
should they become available. Occupants are determined 
by evaluating submitted documents and by conducting 
an interview. Because of the popularity, some may not 
be able to live in one of them.

■神戸大学をとおして申請する宿舎（民間団体等設置宿舎）

　民間団体等が設置する留学生を対象とした宿舎として、

次の施設があります。その他に民間企業の社員寮がありま

す。空室があれば大学が在校生に向けて募集します。

入居する場合、書類選考のほか面接を行うことがあります。

入居希望者が多く、入居できるとは限りません。

宿舎名称／ Name 室数／ No. of Rooms 使用料／ Rent

兵庫国際交流会館
Hyogo International Students House 

夫婦用 38
Married Couple’s Rooms ￥42,700�+ 入館費￥42,700

単身用 159
Single Rooms ￥35,000�+ 入館費￥35,000（Admission fee）

神戸留学生会館
Kobe International Student Center 
Housing 

夫婦用 15
Married Couple’s Rooms

私費：39,000 円　国費：45,000 円
私費、国費とも共益費を含む。ただし、入居時に 25,000
円を管理費として徴収
Couple’s Room: ＊Shihi ：￥39,000　＊Kokuhi ：￥45,000 
+ ￥25,000 as a management fee on admission. Rent includes 
common service fee.

単身用 77
Single Rooms

私費：24,000 円　国費：30,000 円
私費、国費とも共益費を含む。ただし､ 入居時に単身室
20,000 円を管理費として徴収
Single Room: ＊Shihi：￥24,000　＊Kokuhi ：￥30,000
+ ￥20,000 as a management fee on admission. Rent includes 
common service fee.

神戸ポートアイランド留学生住宅
Kobe Port Island Ryugakusei Jutaku�

家族用 10
Family Rooms

私費：40,000 円　国費：49,000 円
私費、国費とも共益費を含む。ただし、入居時に 1 室
30,000 円を管理費として徴収
＊Shihi ：￥40,000　＊Kokuhi ：￥49,000�
+ ￥30,000 as a management fee on admission. Rent includes 
common service fee.

（財）木下記念事業団神戸学生会館
Kinoshita Memorial Foundation 
Kobe Students’ Dormitory 

単身用男子 80
Single Rooms for Male

無料／ Gratis
単身用女子 64
Single Rooms for Female

（財）木下記念事業団芦屋会館
（女子寮）
Kinoshita Memorial Foundation 
Ashiya Female Residence 

単身用 8
Single Rooms 無料／ Gratis

（財）木下記念事業団芦屋浜会館
（男子寮）
Kinoshita Memorial Foundation 
Ashiya-Hama Male Residence 

単身用 12
Single Rooms 無料／ Gratis

（財）木下記念事業団甲子園会館
（女子寮）
Kinoshita Memorial Foundation 
Koshien Female Residence 

単身用 18
Single Rooms 無料／ Gratis

（財）木下記念事業団奨学会館
（男子寮）
Kinoshita Memorial Foundation 
Shogaku Male Residence 

単身用 20
Single Rooms ￥23,000�+ 入寮費￥50,000（Admission fee）

*Shihi : Privately-financed Students　　　Kokuhi: Japanese Government Scholarship Students



126

入学を希望する方へ
Entrance

神戸大学学部・大学院案内
Guide

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

日本での生活
Life

■Private Housing
In general, students should visit a real estate agency find 
an apartment by themselves.
They may also use the “Kobe University Student 
Apartment Search System”, which is operated by 
National Students Information Center for Kobe University 
international students to find rooms. It provides such 
information as the closest station, room layout, rent 
and so on. Students can also use this system to make 
inquiries and tentative reservation before coming to 
Japan. Available in Japanese, English, Chinese, and 
Korean and Vietnamese. They will support contract 
procedures as well.

The Kobe University CO-OP also assists in finding 
apartments(For a fee); students can use this service after 
entering the university.

< Japanese Custom on Apartment Contract>
In Japan, deposit（Shiki-kin*), key money（Rei-kin**), 
and a commission fee are usually paid when making a rent 
contract. For that reason, students must prepare to pay a 
large sum of money（two to four months rent money）
beforehand.

*Shiki-kin・・・Shiki-kin is a security deposit on renting an 
apartment. When one vacates the apartment, the landlord 
usually takes a certain amount of money from the deposit 
and return the rest.
**Rei-kin・・・Rei-kin or “gratitude money” is the amount 
paid to the landlord when one first rents the apartment. 
It is usually equivalent to one or two months’ rent and will 
not be returned when the apartment is vacated.

■民間のアパート
原則的には留学生が自分で不動産屋へ行き、部屋を探す

ことになります。

神戸大学のウェブサイトでは「神戸大学留学生下宿検索

システム」を掲載しています。

このシステムは神戸大学の留学生向けに（株）学生情報

センターが運営する賃貸住宅情報検索システムです。民間

住宅の最寄り駅や間取り、家賃等の情報を見ることがで

き、来日前に海外から問合せから仮予約までできます。日

本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語の5ヶ国語で対

応しており、契約手続きまでサポートを受けることができ

ます。

この他にも神戸大学生活共同組合サービスセンターで学

生向け住宅を斡旋しています（有料）ので、来日後に利用

できます。

<日本での住宅契約の慣習＞
日本では、契約するときに、敷金*、礼金**、仲介手数

料などを支払い、家賃も前払いするのが慣習となっていま

す。そのため、合計で家賃の2～4ヶ月分のお金を用意す

る必要があります。

*敷金…部屋を借りるときに預ける保証金です。退去時に

一部が返還されます。

**礼金…部屋を借りるときにお礼として家主に払います。

通常、家賃の1～2ヶ月分です。退去時に返ってきません。

URL 神戸大学留学生下宿検索システム
Kobe University Student Apartment Search System
http://school.749.jp/en/list.php?s=304
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■Public Housing
The following public housings are also available; however, 
these are not limited to international students. 

Estimated Living Cost
The following is the estimated amount of money that the 
students spend per month.

Working Part-time in Japan
Students residing in Japan under the status of a college 
student visa are not permitted to work.  Students who wish 
to engage in part-time work or any other activities must 
apply and obtain permission from the Immigration Office. 
Any part-time work must not interfere with studies and/or 
research, which is the main purpose of being in Japan.

Hours of Work:
Permitted to work up to 28 hours per week while course is 
in session; （or 8 hours per day during scheduled course 
breaks: spring, summer and winter vacation）

■公営住宅
公営の宿舎としては次のものがあり、学生が各自で申請

します。

留学生だけを対象としたものではありません。

生活費の目安
学生の生活費の目安は下記のとおりです。

アルバイト
留学ビザは、就労活動を行うことが認められない在留資格

です。アルバイト等の就労活動を行うことを希望する場合

は、事前に入国管理局から資格外活動の許可を受けなけれ

ばなりません。学習・研究が本務ですので、アルバイト等

で学業に支障がでることのないように注意してください。

アルバイトの制限時間
1週28時間以内勤務可能

（春休み、夏休み、冬休みは1日8時間以内）

神戸大学生の平均支出月額／ Average Monthly Costs for Kobe University Students

教材費／ Books and materials ￥10,000　

住居費／ Accommodation

民間宿舎の家賃／ Rent for public apartments ￥40,000 ～

保証金、手数料／ Deposit, fees 物件により異なる／ Depends on property

大学寮／ University Accommodation ￥5,900 ～￥37,300　

食費、生活費／ Board & Living expense ￥30,000　

光熱費�（電気代、ガス代 ,�水道代）／ Utility （Electricity, Gas, Water） ￥15,000　

交通費�（通学定期）／ Transportation （Commuter Pass） ￥15,000 ～￥20,000　

携帯電話／ Cell phone ￥5,000 ～

国民健康保険／ National Health Insurance ￥2,000　

雑費／娯楽費／ Others / Entertainment ￥10,000　

合計／ TOTAL ¥100,000 ～／月／ month

住宅名／ Name 入居資格／ Eligibility

兵庫県営住宅／ Hyogo Prefecture Housing 単身者不可（世帯者のみ）／ Only for Family

兵庫県公社賃貸住宅／ Hyogo Prefecture Public Corp. Rental Accommodation 単身者または世帯者／ Single or Family

神戸市営住宅／ Kobe City Housing 単身者不可（世帯者のみ）／ Only for Family

URL 住居について
Housing Informaition
http://www.kobe-u.ac.jp/international/student/housing/index.html（日本語）
http://www.kobe-u.ac.jp/en/campuslife/housing/index.html（English）
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奨学金
民間奨学金
奨学金は、日本政府が実施しているもの、地方自治体が

実施しているもの、民間奨学団体が実施しているものがあ

ります。

その多くは入学後に大学を通じて応募するものです。

学部生、大学院生を対象としているものが多く、研究生

や交換留学生を対象にしたものはあまりありません。

奨学金についての詳しい情報は神戸大学のホームページ

または独立行政法人�日本学生支援機構ホームページをご

参照ください。

私費外国人留学生（外国政府派遣留学生は除く）を対象

とした奨学金として、例年70を超える団体から募集の案

内があり、学業成績および人物等の諸条件に基づいて選考

が行われます。1つの奨学金に推薦中の学生は、他の奨学

金を申請することはできません。

2015年度の神戸大学での採用者数の合計は255名です。

下記は昨年の神戸大学留学生採用者数の上位5団体です。

希望者全員が奨学生に採用されるわけではないので、奨

学金を当てにせず、必ず授業料・生活費等の支払いに困ら

ないよう留学を考えてください。

Scholarships
Private scholarships
There are various scholarships offered by the Japanese 
government, local government, and private organizations. 
Students can apply for most of these through the university 
after they have arrived. They are mostly for undergraduate 
and graduate students.
Please refer to our website or the JASSO website for 
details about scholarships.

Every year, privately financed students（excluding Foreign 
Government Scholarship Students）may apply to more than 
70 scholarships. Selection is based on academic record, 
character, and other factors. Please note that students may 
only apply for one scholarship at a time.  255 Kobe University 
students received scholarships in the 2015 school year. 
The following list shows the top five organizations which 
provided scholarships to Kobe University students last year:
Not all applicants are awarded scholarships. Please make 
a sound financial plan, without counting on scholarships, to 
study in Japan.

奨学金名等／ Scholarship 支給対象／
Eligibility

指定出身国名等
／ Country and 

Region

支給月額／
Monthly Stipend 支給期間／ Duration

神戸大学採用人数
／ No. of Kobe Univ. 

Int’l Students

兵庫県私費外国人留学
生奨学金
Hyogo Prefecture Private 
Foreign Students Scholarship

学部、修士、博士
U, M, D ￥30,000 1 年／ year 47

学習奨励費
JASSO / Honors 
Scholarship

学部
U
修士、博士、研究生
M, D, R

￥48,000 1 年又は 6ヶ月／
year or 6 month 42

千趣留学生奨学財団
Senshu Scholarship

学部1年、修士1年、
博士1年
U1, M1, D1

東アジア、東南アジア
East Asia, Southeast 
Asia 

￥100,000
1 年（延長可）／
year(Extension 

possible)
19

神戸菅原奨学金
Kobe / Sugawara 
Scholarship

学部3年以上、修士、
博士
Above U 3, M, D

開発途上国
Developing 
Countries

￥80,000 1 年／ year 18

ロータリー米山記念奨学会
Rotary Yoneyama 
Memorial Foundation Inc. 
Scholaship

学部3、4年
U 3, U 4 ￥100,000

最長 2年／
up to 2 years 9

修士1、2年��M 1 , M 2
博士2、3年��D 2 , D 3 ￥140,000

U: Undergraduates M: Master’s course students D: Doctor’s course students 　R: Research students

URL 各種奨学金
Various Private Scholarships
http://www.kobe-u.ac.jp/international/student/scholarship/index.html
独立行政法人 日本学生支援機構（日本留学奨学金）
Japan Student Services Organization （Scholarships for Study in Japan）
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships.html
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Japanese Government(“Monbukagakusho”)
Scholarship(For those already in Japan) 
Japanese Government（Monbukagakusho: MEXT）
Scholarships Domestic Selection is available to privately-
financed students currently studying at Kobe University. 
To be eligible, a student must meet one of the following 
criteria. Applications should be submitted through the 
University, which will select candidates to recommend to 
MEXT. For details, please inquire at the administration 
office of your Faculty or Graduate School after entering 
Kobe University.
※Depending on the year, it is not recruited.

While applying for MEXT scholarship, you cannot apply  
for other scholarships. Receiving double scholarship is 
forbidden.

大学推薦「国内採用」による日本政府（文部科学省）
奨学金留学生 
　日本政府（文部科学省）奨学金　国内採用は、神戸大学

に在籍する私費留学生が応募できます。応募された留学生

については、学内選考を経て該当者を日本政府（文部科学

省）に推薦します。なお、募集内容等は以下のとおりです

が、詳細は、神戸大学入学後に、所属の学部・大学院研究

科事務室にお問合せください。

※募集を実施しない年もあります。

注：�他の奨学金との二重申請および二重併給はできません

ので、ご注意ください。

■応募資格／ Eligibility
1.�応募時に学部正規生で、翌年４月１日に最終学年に在籍予定の者

Those who are currently enrolled in an undergraduate program and are expected to be enrolled in the final year of the same 
program on April 1 of the forthcoming year.
※募集がない年度もあります。／ Depending on the year, it is not recruited. 

2.�応募時に学部または修士の正規生および研究生等で、翌年 4月 1日に修士課程、専門職学位課程、または博士課程に進学
予定の者
Those who are currently enrolled in an undergraduate program, or is currently studying as a research student, and is 
expected to be enrolled in a graduate degree （Master’s, professional, or Doctoral） program on April 1 of the forthcoming year.

3. 応募時に修士課程、専門職学位課程、または博士課程に在籍する正規生
Those who are currently enrolled in a graduate degree （Master’s, professional, or Doctoral） program.

■スケジュール／ Timetable

11 月頃
November

大学で募集を行う（書類審査、面接等）
University start the application process （screening documents and interviewing applicants）

2 月頃
February

日本政府（文部科学省）での審議、採決の決定
After deliberations at the MEXT, recipients are determined

4 月
April

日本政府（文部科学省）奨学金留学生に採用（奨学金支給開始）
Recipients begin to receive their monthly stipend



130

入学を希望する方へ
Entrance

神戸大学学部・大学院案内
Guide

世界で活躍する卒業留学生
Career

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

日本での生活
Life

■応募者の資格および条件等の概略／ Eligibility and Conditions at a glance （2015年4月現在／ As of April , 2015）

区分／ Categories 研究留学生／ Research students 学部留学生／ Undergraduate students

募集方法／ Application Methods 大学推薦（国内採用）／ University Recommendation （Domestic Selection）

問合せ・申請先／ Inquiries / Where to 
Apply

所属の学部・大学院研究科事務室／ The administration office of the Faculty or 
Graduate School

募集時期／ Application Period 11 月頃（※1）／ Around November *1

選考方法／ Selection Methods 書類および面接等／ Documentary screening and interview

資格／ Eligibility

大学院正規生または正規課程進学見
込の者／ Those who are currently 
enrolled in graduate degree programs or 
who expect to be enrolled in a graduate 
degree program by April 1 of the 
forthcoming year

学部正規生で最終年次に進学予定の者
Those who expect to be enrolled in 
the final year of their undergraduate 
program by April 1 of the forthcoming 
year

年齢制限（採用時）／ Age（at time of 
acceptance） 35 歳未満／ Under 35

26歳未満（医学部生は28歳未満）
Under 26 （under 28 for medical 
students）

支給期間／ Duration

応募の翌年 4月に在籍もしくは進学
する課程を修了するまでの期間（ただ
し標準修業年限以内）（※ 2）／ Until 
the completion of the degree program 
in which the applicant is currently 
enrolled in or expects to be enrolled in 
by April 1 of the forthcoming year（but 
not to exceed the usual number of years 
required for completion） *2

最終年次の 1年間
1 year of the final year

毎月の奨学金額／Monthly Stipend

非正規生／ Research （non-degree） 
students ¥143,000

￥117,000修士学生／Master’s students ￥144,000
博士学生／ Doctoral students ￥145,000
特定の地域において修学・研究する場合は、月額 2,000 円または 3,000 円を加算
（神戸大学は 3,000 円）
Those who study in certain designated regions will be provided an additional 
monthly stipend of 2,000 yen or 3,000 yen （3,000 yen in Kobe）

授業料／ Tuition Fees 免除／ exempted

渡航旅費／ Traveling Cost 帰国旅費（航空券）支給／ return trip expenses （flight ticket） provided

※ 1�神戸大学が行う募集の時期を示しています。
※ 2�例①：申請時に神戸大学に研究生として在学し、翌年 4月 1日に修士課程に進学見込みの場合、修士課程の標準修業年限である 2年間、奨学金

を受給することができます。
例②：申請時に神戸大学の修士課程 1年に在籍し、翌年 4月 1日に 2年に進級する場合、修士課程の標準修業年限である 2年間のうち、残りの

1年間、奨学金を受給することができます。
*1 indicates the application period for Kobe University.
*2 Example ① : An applicant who is enrolled as a research student at the time of his ／ her application and is expected to be enrolled in the 

Master’s program on April 1 of the forth coming year would be eligible to receive the scholarship for two years （the usual 
number of years required to complete the program）.

Example ② : An applicant who is enrolled as a first-year master’s student at the time of his ／ her application and will be a second year student 
on April 1 of the forthcoming year would be eligible to receive the scholarship for 1 year since the student will have already 
completed the first year of the 2-year master’s program.
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Tutors
Each international student is supported by a student tutor.
Tutors are selected by the academic adviser from students 
who are studying in or in a related field of the international 
students. They will not only help international students with 
their study, but will also support them in matters concerning 
daily life.
This service is provided to undergraduates for the first 
two years and graduate students for the first year from 
admission.

 
Insurance System in Japan
The National Health Insurance System in Japan is an 
insurance system to reduce individuals’ medical cost. 
International students who reside in Japan must become 
a member of the National Health Insurance.
Premium is approximately ¥21,000/year, ¥1,800/month.
Once in Japan, students can apply at the city/ward office 
near their residence.
This insurance allows the bearer to pay only 30% of the 
incurred medical costs.
However, it cannot cover the period prior to application 
so we strongly recommend that students purchase private 
travel insurances before coming to Japan. 

Procedures for Entering Japan
The following is the procedure to enter Japan as 
international students.
1. Obtain an acceptance letter from a Japanese university
2. Obtain a passport in your country
3. Obtain a “College Student Visa” from the Japanese 

Embassy or Consulate

チューター制度
留学生にはチューターによるサポートがあります。

チューターは、指導教員の推薦により、留学生の専攻す

る分野に関連のある学生の中から選ばれ、異なる環境で勉

学を続ける留学生の勉学・研究に関するサポートだけでな

く、言葉の補助や留学生の日常生活全般に関わるサポート

をします。

チューターは、原則として、学部留学生については入学

後の最初の２年間、大学院留学生については入学後最初の

１年間をサポートします。

日本の国民健康保険制度
日本には医療費の負担を軽減するための国民健康保険制

度があります。日本に滞在する全ての留学生は、留学期間

に関係なく、国民健康保険に加入しなければなりません。

保険料は年間約21,000円、月額にして約1,800円です。

手続きは来日後、居住地の市・区役所で行います。

この保険に加入していると、個人が支払う医療費の負担

は30％となります。

ただし、この保険は渡航中の不測の事態や国民健康保険

への加入手続きが完了するまでの期間は補償されないの

で、留学前に留学期間を補償する民間の海外旅行保険等に

加入することを強くお薦めします。

入国手続きについて
留学生として日本に入国するために必要な諸手続きは次

のとおりです。

1.大学から入学許可書を得る。

2.自国で旅券（パスポート）を取得する。

3.在外日本国公館で留学の査証（ビザ）の発給を受ける。
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Applying for Visas
Visas can be applied through either one of the procedures 
outlined below.
1. When there is no “certificate of eligibility for a status of 

residence” issued
Visa application is personally submitted by students 
intending to study in Japan at the Japanese Embassy 
or Consulate in their home country. The time required 
to process this visa application will take longer as the 
application documents will have to be sent back and 
forth between the student’s home country and Japan.

2. When there is a “certificate of eligibility for a status of 
residence” issued
Before applying for a visa, students intending to study 
in Japan or their proxies will apply for the “certificate of 
eligibility for a status of residence” and have it issued 
to them at one of the Regional Immigration Bureaus 
in Japan. With this “certificate of eligibility” in hand, 
students will then personally apply for visas at the 
Japanese Embassy or Consulate in their home country. 
Unlike visa application without the “certificate of eligibility 
for a status of residence”, this alternative has a shorter 
processing time.

Visa Support
In order to support international students’ smooth entrance 
to Kobe University, we offer prospective students a proxy 
application service for their Certificate of Eligibility（COE）. 
Upon successful issue of COE, we will send it to the 
prospective students so that they may use it to apply for a 
“College Student Visa” in a Japanese Embassy or Consulate 
near them. However please note that this proxy service does 
not guarantee 100% success. The final decision for visa 
issuance rests in the hands of the Japanese Immigration 
office and Japanese Embassy.
Please also keep in mind that this visa support service is 
not always available due to the timing of the student’s 
acceptance. 

査証（ビザ）申請手続きをするには
留学ビザ申請の２つの方法

1.「在留資格認定証明書」の交付を受けない場合

日本留学を希望する人が在外日本国公館で査証申請を

行います。申請書類が外国と日本の間を往復したり、日

本国内を移動したりするため時間がかかります。

2.「在留資格認定証明書」の交付を受ける場合

日本留学を希望する人またはその代理人が、あらかじめ

日本国内の地方入国管理局等で「在留資格認定証明書」

の交付を受けた上で、日本留学を希望する人がこの「証

明書」を在外公館で提示して査証申請を行います。上の

方法に比べて短時間で処理されます。

査証（ビザ）サポート
神戸大学は、留学生の円滑な入学を支援するため、ビザ

取得サポート（在留資格認定証明書交付の代理申請）を

行っています。代理申請をすると、「在留資格認定証明書」

が交付され、神戸大学から留学予定者へ送付されます。留

学予定者はこの「在留資格認定証明書」と必要書類を、在

外日本大使館等に提出、申請し、留学ビザを取得します。

ただし、代理申請は、在留資格認定証明書の交付や留学ビ

ザの取得を保証するものではありません。留学ビザの交付

に関する全ての権限は、入国管理局および日本大使館にあ

ります。
※入学許可がおりる時期によっては、ビザ取得サポートができない場合
もあります。
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課外活動団体（部・サークル活動）
　神戸大学には多種多様の課外活動団体（部・サークル活

動）があります。学生生活をより充実させたい学生にお勧

めします。参加をご希望の学生は、各部やサークルに連絡

をとってください。

Extra-Curricular Activity
Kobe University has various student clubs and circles. 
They are recommended for students who wish to enrich 
their student life. Students who are interested in joining 
should contact each club or circle.

文化総部／ Culture Clubs

児童文化研究会
Society for the Study 
of Children’s Culture

演劇研究会
Drama Society

男声合唱団グリークラブ
Glee Club
 （men’s chorus）

混声合唱団エルデ
ERDE
 （Mixed chorus club）

混声合唱団アポロン
Apollon
 （Mixed chorus club）

マンドリンクラブ
Mandolin Club

写真部
Photo Club

能楽部
Noh Drama Club E.�S.�S. I.�S.�A.��

ユースホステルクラブ
Youth Hostel Club

将棋部
Japanese Chess Club

茶華道部
Tea Ceremony and Flower 
Arrangement Club

文芸研究会
Literature Society

軽音楽部
Light Music Society

探検部
Expedition Club

天文研究会
Astronomy Society

クラシックギター部
Classical Guitar Club

邦楽部
Japanese Music Club

児童文学研究会
Children’s Literature Society

競技ダンス部
Competitive Dance Club

考古学研究会
Archaeology Society

自由劇場
Freestyle Theater

交響楽団
Symphony Orchestra

映画研究部
Movie Society

漫画研究会
Cartoon Club

ニュースネット委員会
NEWS NET

落語研究会
Rakugo Society

凌美会
Art Club （Ryoubikai）

ガーデニングクラブ
Gardening Club

ブルーグラスサークル
Blue grass Circle

競技カルタ会
Kobe Carta Circle

体育会／ Sports Clubs

陸上競技部
Track and Field Club

水泳部
Swimming Club

硬式野球部
Baseball Club

準硬式野球部
Jun-koushiki Baseball Club

硬式庭球部
Tennis Club

ソフトテニス部
Soft Tennis Club

男子バスケットボール部
Basket Ball Club for 
Men

女子バスケットボール部
Basketball Club for 
Women

ハンドボール部
Handball Club

ラグビー部
Rugby Club

サッカー部
Football Club

ホッケー部
Hockey Club

男子バレーボール部
Volleyball Club for Men

女子バレーボール部
Volleyball Club for Women

卓球部
Table Tennis Club

バドミントン部
Badminton Club

剣道部
Kendo Club

弓道部
Japanese Archery Club

洋弓部
Archery Club

柔道部
Judo Club

空手道部
Karate Club

馬術部
Horse Riding Club

山岳部
Alpine Club

ワンダーフォーゲル部
Wander Vogel Club

スケート部
Skating Club

漕艇部
Rowing Club

ヨット部
Yacht Racing Team

自動車部
Automobile Club

日本拳法部
Nippon Kempo Club

少林寺拳法部
Shorinji Kempo Club

スキー部
Ski Racing Team

合気道部
Aikido Club

航空部
Glider Club

ゴルフ部
Golf Club

フェンシング部
Fencing Team

体操部
Gymnastics Club

アメリカン
フットボール部
American Football Team

サイクリング部
Cycling Club

ソフトボール部
Softball Club

カヌー部
Canoe Racing Team

URL 課外活動団体
Clubs and Circles 
http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/life/club/groups.html（日本語）
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ウインドサーフィン部
Windsurfing Club

アイスホッケー部
Ice Hockey Team

男子ラクロス部
Lacrosse Club for men

女子ラクロス部
Lacrosse Club for Women

極真空手部
Kyokushin Karate Club

フットサル部
Futsal Club

居合道部
Iaidou Club

男子端艇部
Cutter Racing Club for 
Men

女子端艇部
Cutter Racing Club for 
Women

スノーボード部
Snowboarding Club

海事科学部
硬式野球部
Baseball Club at Faculty of 
Maritime Sciences

オフショアセーリング部
Off Shore Sailing Club

女子タッチフット
ボール部
Women’s touch football 
club

応援団総部／ Cheer Group & Wind Orchestra

応援団
Cheer Group

吹奏楽部
Wind Orchestra

学生学会／ Student Association

国際問題研究会
Society for International 
Studies

経営学研究会
Society for Business 
Administration Studies

法律相談部
Legal Consultation 
Group

アイセック
AIESEC

書道研究会
Calligraphy Club

コンピューター部
Computer Club

総合ボランティアセンター
Volunteer Center

トラス
TRUSS

就職活動支援組織 job-navi
Job-navi （Job searching support group）

サークル連合／ Circles

サッカー部�（Ⅱ）
Football Team （II）

軟式�（準硬）�野球部（Ⅱ）
Rubber-ball Baseball 
Club （II）

バドミントン部�（Ⅱ）
Badminton Club （II）

軽音楽部�（Ⅱ）
Light Music Club （II）

硬式テニス部�（Ⅱ）
Tennis Club （II）

バレーボール部�（Ⅱ）
Volleyball Club （II）

バスケットボール部�（Ⅱ）
Basketball Club （II）

フットサル部�（Ⅱ）
Futsal Club （II）

学生震災救援隊
Student Earthquake 
Rescue Team

特定団体／ Specific Groups

新聞会
University Press

放送委員会
Broadcasting Club

六甲祭実行委員会
Rokko Festival Club

厳夜祭実行委員会
Genya Festival Club



世界で活躍する卒業留学生

C a r e e r
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Career Support
The University provides employment support for students; mainly 
at the Career Center, and at each Faculty/Graduate School. In 
addition, Center for International Education holds a Global 
Career Seminar once a year for international students.
Feel free to visit the Career Center or the appropriate section of 
each Faculty / Graduate School where various materials related 
to career formation and employment are available. 

キャリア形成・就職支援
神戸大学の就職支援は主にキャリアセンターで行ってい

るほか、各学部・研究科でも行っています。国際教育総合

センターでは年に4度、留学生のためのグローバルキャリ

アセミナーを開催しています。

キャリアセンターや各就職支援センター等では、キャリ

ア形成・就職関連図書、資料等を取り揃えていますので、

気軽に利用してください。

世界で活躍する卒業留学生
Kobe University Alumni in the World

URL 神戸大学キャリアセンター
Kobe University Career Center 
http://www.career.kobe-u.ac.jp
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留学生の就職実績／ Number Finding Employment of International Students�

所属／ Faculties and Graduate Schools

2010年度
／ 2010

2011年度
／ 2011

2012年度
／ 2012

2013年度
／ 2013

2014年度
／ 2014

合計
／ Total

就
職
希
望
者

／A
pplicants

就
職
決
定
者

／Successful-job-hunters

就
職
希
望
者

／A
pplicants

就
職
決
定
者

／Successful-job-hunters

就
職
希
望
者

／A
pplicants

就
職
決
定
者

／Successful-job-hunters

就
職
希
望
者

／A
pplicants

就
職
決
定
者

／Successful-job-hunters

就
職
希
望
者

／A
pplicants

就
職
決
定
者

／Successful-job-hunters

就
職
希
望
者

／A
pplicants

就
職
決
定
者

／Successful-job-hunters

文学部／ Faculty of Letters 
2 ／ 4 5／ 5 6／ 7 2／ 2 5／ 6 20 ／ 24

人文学研究科／ Graduate School of Humanities

国際文化学部／ Faculty of Intercultural Studies
17 ／ 19 15 ／ 15 13 ／ 23 13 ／ 19 8 ／ 14 66 ／ 90国際文化学研究科／Graduate School of Intercultural 

Studies

発達科学部／ Faculty of Human Development
7 ／ 7 5／ 5 6／ 7 8／ 14 8 ／ 11 34 ／ 44人間発達環境学研究科／Graduate School of Human 

Development and Environment

法学部／ Faculty of Law
4 ／ 4 6／ 6 7／ 7 5／ 8 10 ／ 10 32 ／ 35

法学研究科／ Graduate School of Law

経済学部／ Faculty of Economics 
16 ／ 24 19 ／ 19 11 ／ 12 17 ／ 17 17 ／ 18 80 ／ 90

経済学研究科／ Graduate School of Economics

経営学部／ School of Business Administration
9 ／ 9 22 ／ 22 13 ／ 17 12 ／ 12 14 ／ 14 70 ／ 74経営学研究科／ Graduate School of Business 

Administration

医学部／ Faculty of Medicine 
6 ／ 6 6／ 6 7／ 8 13 ／ 13 3 ／ 3 35 ／ 36

医学研究科／ Graduate School of Medicine

保健学研究科／ Graduate School of Health Sciences 2 ／ 3 0／ 0 0／ 0 2／ 2 1／ 2 5／ 7
理学部／ Faculty of Science 

2 ／ 2 5／ 5 4／ 5 2／ 2 2／ 2 15 ／ 16
理学研究科／ Graduate School of Science

工学部／ Faculty of Engineering
11 ／ 11 13 ／ 13 9 ／ 9 6／ 6 6／ 6 45 ／ 45

工学研究科／ Graduate School of Engineering

システム情報学研究科／Graduate School of System 
Informatics ―／― 4／ 4 8／ 8 6／ 6 3／ 3 21 ／ 21

農学部／ Faculty of Agriculture
5 ／ 5 6／ 6 7／ 7 2／ 2 4／ 5 24 ／ 25農学研究科／ Graduate School of Agricultural 

Science

海事科学部／ Faculty of Maritime Sciences
4 ／ 6 2／ 2 3／ 4 5／ 5 3／ 4 17 ／ 21海事科学研究科／ Graduate School of Maritime 

Sciences

国際協力研究科／ Graduate School of International 
Cooperation Studies 3 ／ 3 4／ 4 6／ 6 4／ 5 3／ 3 20 ／ 21

合計／ Total 88／103 112／112 100／120 97／113 87／101 484／549

※�卒業時点の数字を示す／ Note: The numbers are at the time when they graduated
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留学生の就職先（2006年度～2014年度、
抜粋、順不同）

■民間企業
住友生命保険相互会社、日本ヒューレット・パッカード㈱、

ダイキン工業㈱、㈱日立製作所、JPモルガン・チェース&

カンパニー、イオン、アメリカン・エキスプレス･インター

ナショナルInc.、パナソニック電工㈱、日本電気㈱、Ernst�

&�Young、㈱資生堂、㈱東芝、東レ㈱、富士通㈱、パナソニッ

ク㈱、ダイハツ工業㈱、㈱三井住友銀行、㈱ノエビア、サ

ントリーホールディングス㈱、みずほ情報総研㈱、全日本

空輸㈱、㈱電通西日本、三井造船㈱、LG�Electronics（韓

国）、㈱アルプス技研、㈱クボタ、BROOMBERG�L.P（イ

ギリス）、㈱三菱東京UFJ銀行、旭硝子㈱、フジッコ㈱、

伊藤忠食品㈱、㈱ユニクロ、㈱日立製作所、日清食品ホー

ルディングス㈱、野村総合研究所、税理士法人トーマツ、

凸版印刷㈱、大塚化学㈱、㈱ニトリ、中国銀行（中国）

■教育・研究機関
Myanmar�Maritime�University、 大 連 海 事 大 学（ 中

国）、Bangladesh�Agricultural�University、理化学研究

所、神戸大学大学院医学系研究科、武漢大学（中国）、

University�of�Sri�Jayewardenepura、スラバヤ工科大学、

Hanoi�Foreign�Trade�University、神戸大学人文学研究科、

神戸大学国際文化学研究科、Assumption�University、

Faculty�of�Medicine�Gadjah�Mada�University、Faculty�

of�Veterinary�Medicine、Suez�Canal�University、神戸

大学理学研究科、Universidade�Tecnológica�Federal�

do�Paraná（ブラジル）、University�of�California/USA、

UNIVERSITY�SAINS�MALAYSIA、北京大学第六附属

病院、インドネシア大学医学部、University�of�Ruhuna、

ニューファンドランド・メモリアル大学（カナダ）、ハサ

ヌディン大学（インドネシア）、立命館大学

■公的機関
世界銀行、ベトナム財務省、ベトナム政府投資企画庁、大

韓民国法務省、大韓民国京畿道庁、国際防災復興教条、

カンボジア労働・職業訓練省、インドネシア教育省、タイ

財務省、タイ政府、大韓民国特許庁

International Students’ Place of 
Employment（2006 to 2014, randomly se-
lected）
■Private Sectors

Sumitomo Life Insurance Company, Hewlett-Packard 
Japan, Ltd., Daikin Industries, Ltd., Hitachi, Ltd., 
JPMorgan Chase & Co., Aeon, American Express 
International, Inc., Panasonic Electric Works Co., Ltd., 
NEC Corporation, Ernst & Young, Shiseido Co.,Ltd., 
Toshiba Corporation, Toray Industries, Inc., Fujitsu 
Limited, Panasonic Corporation, Daihatsu Motor Co., 
Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, NOEVIR 
Co.,Ltd, Suntory Holdings Limited, Mizuho Information 
& Research Institute, Inc., All Nippon Airways Co., 
Ltd, DENTSU WEST JAPAN INC., Mitsui Engineering 
& Shipbuilding Co., Ltd., LG Electronics, Altech 
Corporation, Kubota Corporation, BROOMBERG L.P, 
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., ASAHI GLASS 
CO., LTD., Fujicco Co., Ltd., ITOCHU-SHOKUHIN Co., 
Ltd., UNIQLO Co., LTD., Hitachi, Ltd., NISSIN FOODS 
HOLDINGS CO,. LTD., Nomura Research Institute, 
Deloitte Tohmatsu Tax Co., TOPPAN Printing Co., Ltd., 
Otsuka Chemical Co., Ltd., Nitori Holdings Co., Ltd., 
Bank of China

■Education/Research Institutions
Myanmar Maritime University, Dalian Maritime 
University, Bangladesh Agricultural University, RIKEN, 
Graduate School of Medicine, Kobe University, Wuhan 
University, University of Sri Jayewardenepura, Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember, Hanoi Foreign Trade 
University, Graduate School of Humanities, Kobe 
University, Graduate School of Intercultural Studies, 
Kobe University, Assumption University, Faculty 
of Medicine Gadjah Mada University, Faculty of 
Veterinary Medicine, Suez Canal University, Graduate 
School of Science, Kobe University, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná（Brazil）, University 
of California/USA, UNIVERSITY SAINS MALAYSIA, 
Peking University 6th Hospital, Faculty of Medicine 
University of Indonesia, University of Ruhuna, Memorial 
University of Newfoundland, Universitas Hasanuddin, 
Ritsumeikan University

■Public Agencies
The World Bank, Ministry of Finance – Vietnam, 
Ministry of Planning and Investment - Vietnam, Ministry 
of Justice – Korea, Keiki Provincial Office – Korea, 
International Recovery Platform, Ministry of Labor and 
Vocational Training – Cambodia, Ministry of Education 
– Indonesia, Ministry of Finance – Thailand, Royal Thai 
Government, Korean intellectual Property Office
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メッセージ Message

ビーラッパン�ビーラスレシュクマル 
Veerasureshkumar VEERAPPAN

2006年神戸大学大学院法学研究科博士前期課程（修士）に入学し、国際経済法を専攻、2008年修了。修
了後、パナソニック電工株式会社、パナソニック株式会社エコソリューションズ社の法務部に勤務。2012
年12月からインド弁護士としてアンダーソン毛利友常法律事務所に勤務。

Mr. Veerappan joined Kobe University Graduate School of Law in 2006 and graduated after completing his 
LLM (International Economic Law) program in 2008. Upon graduating from the university, he started his 
career in Japan at legal department of Matsushita Electric Works Co., Ltd which is now got merged into 
Panasonic Corporation. In December 2012, he moved to the law firm Anderson Mori & Tomotsune and works 
as an Indian Attorney.

Before I joined Kobe University, I had very little knowledge 
about Kobe. I knew nothing except that Hanshin-Awaji 
earthquake in 1995 devastated the city in which second 
largest number of Indians resided in 1990s. Regardless of 
my lack of knowledge, I chose Kobe University for my higher 
studies because of one reason; I wanted to study under the 
late Professor Norio Komuro, who was one of the prominent 
scholars in the field of International Economic Law. Now I 
feel fortunate that I joined Kobe University and lived in Kobe.

I personally believe the environment of the city and 
Kobe University’s reputation helped me to find the best 
opportunities to utilize the skills I gained in my life. Needless 
to say, the environment of Kobe and Mount Rokko, the 
faculties, personnel of the University and the students 
with whom I studied with, always offered their assistance. 
Faculties sometimes helped me to find suitable part time jobs 
like translation work so that I can concentrate on my studies 
and shared their advice on individual matters. Initially, I was 
a little worried when I joined Kobe University because there 
were only 3 or 4 Indian students at that time, but I never felt 
alone as other students took me to places outside university 
with them frequently. Moreover, I was easily able to seek 
advice from alumni when I was searching for jobs which 
helped me to shortlist the number of companies I should 
contact.

I believe that students who join Kobe University with a 
fixed goal, need only focus on the achievement of this 
goal. I am confident that after you study your subject and 
after graduation, the opportunities will be wide open to you 
to contribute to your home country’s academic, business or 
other relationships with Japan!

今思い返すと、神戸大学に入学する前は、神戸がどんな
街か把握していませんでした。神戸に関する私の知識は、
1990年代インド人が日本で2番目に多く住んでいた街、そ
して、1995年の阪神淡路大地震でひどい被害を受けた街と
いうくらいでした。そんな私が、神戸大学に入ろうとした
理由は一つだけでした。それは、国際経済法という分野で
有名な小室程夫教授（故人）の下で研究したいという強い
思いでした。そして、実際に入学して卒業した今において
も、神戸大学に入学して、また神戸に住んで本当に良かっ
たと思っています。
神戸の環境と神戸大学の知名度があってこそ、今の私の

社会人としての活躍の場が与えられたと考えています。環
境といえば、神戸の街や六甲山の景色なども勉強に相応し
い環境であることはもちろん、生活面においても整った街
でした。また、大学の研究生活も大学の先生方、職員の方々
をはじめ、同じ研究科の学生にも常に助けてもらうことが
できました。特に、先生方から、勉強に影響がないような
翻訳等のアルバイトを紹介していただいたり、個人的な
相談にも乗っていただいたりして助けていただいたことは
ずっと忘れることができません。また、当時は、インド人
学生が3～4名しかおりませんでしたが、同じ研究科の学
生達から頻繁に声をかけられ、色々なところに連れていっ
てもらいました。また、就職活動の際には、社会人の先輩
卒業生に相談することもでき、希望先の会社を絞るとき、
大変助かりました。
目標を持って神戸大学に入れば、あとは勉強や研究以外

のことで悩むことはないと実感しました。入学される海外
の皆さんもきっと同じように思ってくださると信じていま
す。自分が一番好きな分野での勉学を修めて卒業した後は、
日本と母国との架け橋になる可能性も一段と広がること、
間違いないでしょう。

卒業生からのメッセージ／Message from Graduates



140

入学を希望する方へ
Entrance

神戸大学学部・大学院案内
Guide

問合せ
Inquiries

神戸大学について
Introduction

世界で活躍する卒業留学生
Career日本での生活

Life

メッセージ Message

シリン・ネザマフィ　Shirin NEZAMMAFI
2004年神戸大学工学部卒業、2006年神戸大学大学院自然科学研究科修士課程で情報知能工学の研究を
修了、工学修士号を取得後、日本で就職。�現在パナソニック�ドバイ支社でシステムエンジニアーとして勤務。
また小説家として執筆活動を続け、各賞を受賞。
2006年に『サラム』で留学生文学賞を受賞�
2009年『白い紙』で第108回文学界新人賞を受賞、第141回芥川賞候補�
2010年『拍動』で第143回芥川賞候補

Ms. Nezammafi graduated the Faculty of Engineering in 2004, continued her studies of Information Science and in 2006 
received a master’s degree from the Graduate School of Science and Technology at Kobe University.  After graduation, 
she joined Panasonic Corporation in Japan and now works as a system engineer at Dubai subsidiary.
She is also a novelist and has received the prestigious awards: Salam won The Japanese Literary Award for International 
Students in 2006 ; Shiroi Kami(White Paper)won The 108th Bungakukai Shinjinsho and was shortlisted for The 141st 
Akutagawa Prize ; Hakudo(Pulsation)was shortlisted for The 143rd Akutagawa Prize.

[ Encounter ]
When I first started at Kobe University, the boundless campus 

up the mountain was covered with beautiful flowers and leaves. 
It was in April, a time when the cherry blossom was in full bloom. 
The view of the city down under, with the far extending sea was 
breath taking. When I walked down from school on my way back 
in the evening, I would find myself standing still and holding my 
breath as I stared at the red sky at sunset and lights of the harbor 
blinking in the distance. I thought to myself, “What a beautiful 
university ! ”

What impressed me the most on this beautiful campus was 
the fact that the students who were involved in the most advanced 
researches & technologies were also actively participating in 
club & circle activities. There were a variety of clubs as diverse 
as the traditional kendo & Japanese tea ceremony to modern 
dance. It was a place to understand the past and the present 
culture of Japan all together. 

There were also a large number of foreign students on the 
campus. This seemed quite natural for a university in a city with 
a long history of foreign residents. On such a diverse campus 
I met various cultures and ways of thinking. Making friends 
with people who have a different perspective on life helped me 
develop my ideas.

One other important thing on campus was the International 
Student Centre※ and the strong ties it had with the students.  The 
Centre provided consultation facility for those who had personal 
problems or were confused with their career options. As one of 
the foreign students, I used this Centre quite often.  

Now more than 4 years have passed since my graduation. 
Still, each time I go back to Japan, I find a reason to visit Kobe 
University. Perhaps it is because a part of me is filled with all 
those experiences and encounters that I had on that beautiful 
campus.

Today as I look back, I feel that Kobe University offered me 
more than just academic achievements and degrees. It also 
provided me with precious encounters.

NOTE Existing: Center for International Education

「出会い」
神戸大学に入学した4月初旬、山の上にある広大なキャ

ンパスは、桜が満開で花と緑に覆われていて大学から見下
ろす町とどこまでも広がっている海の景色が絶妙だった。
夕方山道を下って帰ると遠くに輝く港の明りと夕焼け空が、
思わず立ち止まって数分見つめてしまうほどの絶景だった。
本当に美しい大学だと思った。
そんな美しいキャンパスで見られる、様々な最新の研究

に励む学生達と指導教員の懸命な姿、学業以外でも盛んな
クラブ活動と活発な学生サークルが混じるハーモニーが印
象的だった。剣道や茶道から社交ダンスまで幅広いクラブ
があり、日本の伝統文化から最近の若者の思考や傾向まで
なんでも揃っていた場所だった。
さらに昔から外国人が多く住む様々な文化が交わる神戸

という港町に建てられた大学であるだけに、外国人留学生
の数も非常に多かった。そんなキャンパス内で、様々な文
化と考え方に触れることができた。自分と別の視点を持つ
人達との交流が、思考の成長につながったと思う。
キャンパス内には、「留学生センター」�※があり、そこは

学生の強いネットワークもあり、困ったとき、進路や専攻
に悩んだときには相談できるうれしい場があった。一人の
留学生として、そんなネットワークを多いに利用したと思
う。
卒業から4年も経つが、私はいつも日本に帰るとき、何

かと理由をつけては神戸大学に立ち寄ってしまう。自分の
どこかに神戸大学の美しいキャンパスで果たした、あらゆ
る出会いと経験が詰まっている気がするから。
振り返って見ると神戸大学は、私に学業以上のものを与

えてくれた。それは、他では見つからない、数々の掛替え
のない出会いだった。

※�現：国際教育総合センター
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神戸大学海外事務所／Kobe University Overseas Offices

The Kobe University China Office
The Kobe University China Office was established in 2008 
for the purpose of promoting academic and research 
exchanges through international collaboration with 
universities and research institutions in Asia. The Office is 
located near many outstanding universities such as Peking 
University and Tsinghua University in Haidian District, 
Beijing. Representing Kobe University in China, our 
Chinese staff is ready to support those who wish to study 
at Kobe University by providing various information in both 
Chinese and English. Your inquiries via email, phone or in 
person are always welcome.
　○Main activities of the KU China Office:
　　　・�Organizing international academic symposia and 

workshops in China
　　　・�Participating in the Japan Education Fairs in 

China
　　　・�Offering counseling and advising services for 

Chinese students for studying at Kobe University
　　　・�Actively promoting the acceptance of research 

students from partner universities in China, who 
receives Scholarship Council Program

　　　・�Supporting the Kobe University Alumni Association 
in China

神戸大学中国事務所
神戸大学中国事務所は2008年に開設され、アジアの諸

大学・研究機関との国際連携による教育研究の推進に寄与

することを目的としています。本事務所は北京大学や清華

大学等の有名大学がある北京市海淀区に位置しています。

中国における神戸大学の窓口として、本事務所の中国人ス

タッフが、神戸大学への留学を考えている方へ大学紹介を

行っており、中国語・英語の資料を取り揃えています。メー

ルや電話でお気軽にお問合せください。また、ご来訪によ

るご相談・お問い合わせもお待ちしております。

○中国事務所の主な活動

　　・�中国各地で国際学術シンポジウム及びワーク

ショップ等を開催

　　・中国各地で実施する留学説明会への参加

　　・中国人学生への相談窓口

　　・�協定大学に対し、国家建設高水平大学公派研究生

の積極的な受入れの推進

　　・中国同窓会との連携　　等　

業務時間：月曜日～金曜日　8:30 ～ 17:00（現地時間）
Office hours：8:30 - 17:00, Monday - Friday（Local Time）
住　　所：100089　北京市海淀区西三环北路 89号�中国外文大厦�404 室
Address：A404 China, Foreign Language Mansion, No.89 West 3rd Ring North Rd., Haidian District, Beijing 100089, P.R. 
China
TEL：+86-10-8882-4331
E-Mail：opie-chinaoffice@office.kobe-u.ac.jp
http://www.office.kobe-u.ac.jp/ipiep/chinaoffice/index_zh.html
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Kobe University Brussels European Centre
Kobe University Brussels European Centre (KUBEC) was 
established on September 3rd 2010 with the aim to promote 
international and multilateral collaboration with universities 
and institutions in Europe. Main activities include: 1. 
Promote academic and educational collaboration with 
universities and research institutions, organizations and 
industries; 2. Acquire and disseminate information on 
education and research in Europe; 3. Support networking 
for students and researchers in Europe, including 
alumni group. Conduct following activities in the Centre: 
seminars, workshop, education fairs and trial lessons for 
those wishing to study at Kobe University.
In July 2015, KUBEC was relocated to the International 
Building of Vrije Universiteit Brussel, a partner of kobe 
University. It provides valuable opportunities for international 
exchange in Europe.

神戸大学ブリュッセルオフィス
神戸大学ブリュッセルオフィスは、欧州の諸大学・研究

機関との国際学術連携を促進するために2010年9月3日

に開所しました。オフィスの主な役割は、①欧州の大学、

研究機関、団体及び企業との連携による教育研究交流の促

進、②欧州の教育研究に係る情報の収集と情報発信、③留

学生・研究者のネットワーク構築（欧州同窓会）の支援で

す。オフィスでは、神戸大学の研究者が主催するセミナーや

ワークショップを開催し、また日本で学ぶことを希望する

欧州の学生に対して留学説明会及び模擬授業を行います。

2015年7月、本学のパートナー校である、ブリュッセ

ル自由大学（蘭語系）の国際ビル内に移転し、より綿密に

国際交流を行う機会を提供しています。

住　　所：Kobe�University�Brussels�European�Boulevard�de�la�Plaine�5�Pleinlaan,�Bruxelles�1050�Brussel
Address：Kobe University Brussels European Boulevard de la Plaine 5 Plein laan Bruxelles 1050 Brussel
TEL�：+32-2-672-6460
FAX：�+32-2-672-9877
�http://www.office.kobe-u.ac.jp/ipiep/kubec/index_en.html
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問合せ／ Inquiries

役に立つウェブサイト／ Useful Website

神戸大学／ Kobe University http://www.kobe-u.ac.jp/

独立行政法人日本学生支援機構／ Japan Student Services Organization 
（JASSO） http://www.jasso.go.jp/ryugaku/

日本留学ガイドブック／ Student Guide to Japan

http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj.html

（多言語／Multi Language Version）
http://www.jasso.go.jp/study_j/sgtj_e.html 

日本留学試験／ Examination for Japanese University Admission for 
International Students （EJU） http://www.jasso.go.jp/eju/index.html

Gateway to Study in Japan http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

日本留学総合情報ガイド／ Study in Japan http://www.studyjapan.go.jp/

JAPAN�STUDY�SUPPORT http://www.jpss.jp/

多言語生活ガイド／Multilingual Living Information http://www.hyogo-ip.or.jp/livingguide/index.html

公益財団法人兵庫県国際交流協会／ HIA/Hyogo International Association http://www.hyogo-ip.or.jp/

KIC�公益財団法人神戸国際協力交流センター／ Kobe International Center for 
Cooperation and Communication http://www.kicc.jp/

日本外務省／Ministry of Foreign Affairs of Japan: Embassies & Consulates http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/

入国管理局／ Immigration Bureau of Japan http://www.immi-moj.go.jp/

関西国際空港／ Kansai International Airport http://www.kansai-airport.or.jp/index.asp
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学部研究科問合せ一覧／ List of Inquiries

学部・研究科名
Faculty / Graduate School

住所／ Address

担当係名／ Section

電話番号�/�メールアドレス／ Phone / e-mail

文学部・人文学研究科
Letters / Humanities

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

＋ 81-(0)78-803-5595 ／ lkyomu@lit.kobe-u.ac.jp

国際文化学部・
国際文化学研究科
Intercultural Studies

〒 657-8501　神戸市灘区鶴甲 1丁目 2-1
1-2-1 Tsurukabuto, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-7530 ／ gicls-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp

発達科学部・
人間発達環境学研究科
Human Development /
Human Development and 
Environment

〒 657-8501　神戸市灘区鶴甲 3丁目 11
3-11 Tsurukabuto, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-7924 ／ hudev-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

法学部・法学研究科
Law

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 2-1
2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

学部・大学院教務係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-7234 ／ law-kyomu-kenkyuka@office.kobe-u.ac.jp

経済学部・経済学研究科
Economics

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 2-1
2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

学部・大学院教務係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-7247 ／ econ-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

経営学部・経営学研究科
Business Administration

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 2-1
2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

学部・大学院教務係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-7260 ／ bkyomu@b.kobe-u.ac.jp

理学部・理学研究科
Science

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-5767 ／ sci-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

医学部医学科・医学研究科
Medicine

〒 657-0017　神戸市中央区楠木町 7-5-1
7-5-1 Kusunoki-cho, Chuo-ku, Kobe 650-0017, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-382-5205 ／ daigaku@med.kobe-u.ac.jp

医学部保健学科・
保健学研究科
Health Sciences

〒 654-0142　神戸市須磨区友が丘 7-10-2
7-10-2 Tomogaoka, Suma-ku, Kobe 654-0142, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-796-4504 ／ kyoumu@ams.kobe-u.ac.jp

工学部工学研究科・
システム情報学研究科
Engineering / 
System Informatics

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-6350 ／ eng-kyomugakusei@office.kobe-u.ac.jp
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学部・研究科名
Faculty / Graduate School

住所／ Address

担当係名／ Section

電話番号�/�メールアドレス／ Phone / e-mail

農学部・農学研究科
Agriculture/Agricultural 
Science

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-5928 ／ ans-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

海事科学部・
海事科学研究科
Maritime Sciences

〒 658-0022　神戸市東灘区深江南町 5-1-1
5-1-1 Fukae-minami-cho, Higashi-nada-ku, Kobe 658-0022, Japan

学生係／ Student Affairs

+81-(0)78-431-6225 ／ fmsc-gakusei@office.kobe-u.ac.jp

国際協力研究科
International Cooperation 
Studies

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 2-1
2-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

教務係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-7267 ／ gsics-kyomu@office.kobe-u.ac.jp

科学技術イノベーション
研究科
Science Technology and 
Innovation

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

教務学生係／ Academic/Student Affairs

+81-(0)78-803-5474

国際部国際交流課
International Exchange Division, 
International Affairs Department

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan

交換留学・日本語授業について
Exchange Program, Japanese Language Class

+81-(0)78-803-5262

住居・奨学金について
Residence, Scholarship

+81-(0)78-803-5264

日本政府（文部科学省）奨学金について
Monbukagakusho/MEXT Scholarship

+81-(0)78-803-5263

総務
General Affairs

+81-(0)78-803-5265
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