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2019-2020 Academic Calendar

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

2019-2020
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

期クオーター制となっています。

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 1︲5 日／ April 1︲5

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

新入留学生オリエンテーション／ Orientation for New International Students  4 月 2, 4 日／ April 2, 4

前期第 1 クォーター授業開始／ First Day of Classes 4 月 5 日＊／ April 5 ＊

履修届登録／ Register for Class 4 月 5︲18 日／ April 5︲18

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 5 月 31 日＊／May 31 ＊

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 7 月 29 日＊／ July 29 ＊

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）／ Offi  ce Closed for Summer Holidays 8 月 14︲16 日／ August 14︲16

学位記授与式（博士）／ Commencement Ceremony （Doctoral Degree） 9 月 25 日／ September 25

新入留学生オリエンテーション／Orientation for New International Students  9 月 30 日， 10 月 2 日／ September 30, October 2

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 1 日／ October 1

履修登録／ Register for Class 10 月 1︲14 日／ October 1︲14

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 9, 10 日／ November 9, 10

後期第3クォーター定期試験開始／ Start of Third Quarter/Second Semester Examinations 11 月 21 日＊／ Nobember 21 ＊

後期第4クォーター授業開始／ Start of Fourth Quarter/Second Semester 11 月 29 日／ November 29

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）／ Offi  ce 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 1 月 28 日＊／ January 28 ＊

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

3 月 24 日／March 24
3 月 25 日／March 25

＊学部・研究科によって日程が異なります。
　Schedules may diff er 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/about_us/academic_calender.html（English）
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Statistics

■ International Students Ratio by Region
(As of May 2019)

1,399 international students from 92 countries/regions are 
studying at Kobe University. 
On a region basis, students are from: Asia 81.5%, Europe 
11.7%, Latin America 1.1%, Middle East 0.7%, North 
America 1.1%, Africa 3.6%, Oceania 0.4%.

■International Students Ratio
by Faculty/Graduate School(As of May 2019)

統計

■地域別留学生数（2019年5月1日現在）

　2019年5月1日現在、92カ国/地域、1,399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81.5％、ヨーロッパが約11.7％、

中南米が約1.1％、中近東が約0.7％、北米が約1.1％、ア

フリカが約3.6％、オセアニアが約0.4％です。

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

地域／ Region 人数／ Number ％

アジア／ Asia 1,140 81.5

ヨーロッパ／ Europe 164 11.7

中南米／ Latin America 15 1.1

中近東／Middle East 10 0.7

北米／ North America 15 1.1

アフリカ／ Africa 50 3.6

オセアニア／ Oceania 5 0.4

合計／ Total 1,399 100

 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
（2019年5月1日現在）

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

国・地域／ Country / Region 人数／ Number

1 中国／ China 784

2 韓国／ Korea 104

3 インドネシア／ Indonesia 61

4 台湾／ Taiwan 43

5 フランス／ France 31

6 ベトナム／ Vietnum 27

7 バングラデシュ／ Bangladesh 23

マレーシア／Malaysia 23

9 タイ／ Thailand 17

ドイツ／ Germany 17

イタリア／ Italy 17

 学部留学生数／ Number of International Undergraduate Students： 252 （18.0％）
 大学院留学生数／ Number of International Graduate Students： 1,147 （82.0%）

学位記授与式（総代）／ Commencement Ceremony（Valedictorian） 六甲祭／ University Festival
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（2019年5月1日現在／ As of May 2019） 

学部・研究科名
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
Letters / Humanities 0 28 69 26 123 

国際人間科学部
Global Human Sciences 13 44 ― ― 57 

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

6 ― 83 38 127 

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

1 ― 53 13 67 

法学部・法学研究科
Law 15 8 66 16 105 

経済学部・経済学研究科 
Economics 22 19 140 6 187 

経営学部・経営学研究科 
Business Administration 6 14 98 25 143 

理学部・理学研究科 
Science 5 1 28 8 42 

医学部医学科・医学研究科 
Medicine 0 1 51 3 55 

医学部保健学科・
保健学研究科 
Health Sciences

0 1 14 8 23 

工学部・工学研究科 
Engineering 47 6 95 32 180 

システム情報学研究科 
System Informatics ― ― 38 13 51 

農学部・農学研究科 
Agriculture/Agricultural 
Science

1 0 52 7 60 

海事科学部・ 海事科学研究科 
Maritime Sciences 3 4 24 8 39 

国際協力研究科 
International Cooperation 
Studies

― ― 103 14 117 

科学技術イノベーション研究科
Science, Technology and 
Innovation

― ― 4 3 7 

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

― 7 ― 9 16 

計／Total 119 133 918 229 1,399 
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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. The following is 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 suffi  cient 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 guidelines in "Special examination for self-supporting 

foreign / exchange students," which will be published in early 

July. 

Note: Since most undergraduate classes are taught in Japanese, an 

advanced level of Japanese language skill is required in order 

to be enrolled as undergraduate students. Many degree-seeking 

international undergraduate students fi rst study Japanese courses 

at private language schools before entering Kobe University.

Selection Method
“Entrance Examination for Privately-fi nanced 
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 
13, “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、7月上旬に公表される入学者選抜要

項の「私費外国人（留）学生特別入試」をご確認ください。

※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」

（13ページ）をご覧ください。

学部生／ Undergraduate Students

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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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 13 , “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）fi rst, 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 50, “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 a certain period 
usually once a year.

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

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

page（Legal size）without folding the forms.

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

envelope. 

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」（13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」（50ページ）をご覧ください。

1.募集要項・願書を入手する
ⓐ 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。

ⓑ 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 Aff airs Section of respective 
Faculty the necessary application materials by 
post. Must reach by the deadline, late arrivals will 
not be considered for admission.

3. Take the Examination
All examinations are conducted in late February 
at Kobe University. Applicants should make 
arrangements 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 

page 13, “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
ⓐ 出願時期

出願時期は1月下旬です。

ⓑ 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」（13ページ）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
ⓐ 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。

ⓑ 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。

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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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

6.来日後
ⓐ 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。
 
ⓑ 新入生オリエンテーションに参加
ⓒ 授業開始
ⓓ 授業料納付

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 78 for details on how to apply for the visa.

 Secure Accommodation
There is University housing and other 
accommodation that students can apply for 
through the university, but these rooms are limited. 
As a general rule, students need to go to the 
University Co-op Service Center or private estate 
agents and fi nd an apartment by themselves. 
For more information please refer to the “Private 
Housing” section on page 70.

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

5.日本への渡航準備
ⓐ 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78ページをご覧くだ
さい。

ⓑ 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、原則的には留学生が自分で神戸
大学生活共同組合サービスセンターや不動産屋へ
行き、部屋を探すことになります。
詳しくは70ページの「宿舎について」をご覧くだ
さい。

ⓒ 飛行機の予約、海外旅行保険へ加入（任意）（海外
在住の場合）



10

1. Find your future supervisor
Graduate Schools may or may not require students 
to fi nd 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 fi nd 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 the 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
ⓐ 「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/

ⓑ 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 
only at certain periods usually once a year or 
twice a year.

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

2.募集要項・願書を入手する
ⓐ 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。

ⓑ 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。

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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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.

5.入学許可
ⓐ 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。

ⓑ 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。

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

page （Legal size） without folding the forms.

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

envelope. 

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

relevant Graduate School. 

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

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

Note: Students who have diff erent educational backgrounds than that 

shown on page 7 need to be pre-assessed before application.  Please 

ask the Student Aff airs Section of the 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 arrangements to 
come to Kobe at this time.

※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
ⓐ 出願時期

各研究科は年1～2回、出願期間を設けています。

ⓑ 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
7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。
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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
 Make payment of Tuition fees

7.来日後
ⓐ 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。 

ⓑ 新入生オリエンテーションに参加
ⓒ 授業開始
ⓓ 授業料納付

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 78 for details on how to apply for the visa.

 Secure Accommodation
There is University housing and other 
accommodation that students can apply for 
through the university, but these rooms are limited. 
As a general rule, students need to go to the 
University Co-op Service Center or private estate 
agents and fi nd an apartment by themselves. 
For more information please refer to the “Private 
Housing” section on page 70.

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

6.日本への渡航準備
ⓐ 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78ページをご覧くだ
さい。

ⓑ 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、原則的には留学生が自分で神戸
大学生活共同組合サービスセンターや不動産屋へ
行き、部屋を探すことになります。
詳しくは70ページの「宿舎について」をご覧くだ
さい。

ⓒ 飛行機の予約、海外旅行保険へ加入（任意）（海外
在住の場合）

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ



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

Global Human Sciences
国際人間科学部

Intercultural Studies
国際文化学研究科

 Human Development and Environment
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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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

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（2018年度）
Applicants （AY 2018） 1 40 11 【学部　Undergraduate】1

【大学院　Graduate】前期課程　Master Course 29,　後期課程　Doctor Course　5

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 0 22 10 【学部　Undergraduate】1

【大学院　Graduate】前期課程　Master Course 25,　後期課程　Doctor Course　5

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11 月下旬
Late November

募集 1：7月上旬 First round : Early July
募集 2：11 月中旬 Second round : 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free
切手＋返信用角 2型（A4）封筒を送る

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

Send a self-addressed stamped envelope （24 × 33.2cm） to the faculty.
Please contact the faculty offi  ce for details.

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

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

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

▶http://www.offi  ce.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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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.offi  ce.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 offi  ce （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 offi  ce （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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語能力試験（N1, N2）など日本語を習得していることの証明
Japanese Language Profi ciency Test （N1, N2） Certifi cate

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

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

募集1：（前年度実績）2018年7月26日まで First round : （Last year’s term）By Jul. 26, 2018
募集2：（前年度実績）2018年12月6日まで Second round : （Last year’s term）By Dec. 6, 2018

（前年度実績）2018年12月6日まで
（Last year’s term）By Dec. 6, 2018 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

募集1：（前年度実績）2018年8月21日 First round : （Last year’s date）Aug. 21, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月8日 Second round : （Last year’s date）Jan. 8, 2019

（前年度実績）2019年1月15日
（Last year’s date）Jan. 15, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月20日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月20日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 20, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 20, 2018

【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年6月26日　国外居住者：（前年度実績）2019年4月22日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 26, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Apr. 22, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

募集1：（前年度実績）2018年8月23日 First round : （Last year’s date）Aug. 23, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月10日 Second round : （Last year’s date）Jan. 10, 2019

（前年度実績）2019年1月17日
（Last year’s date）Jan. 17, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月22日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月23日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 22, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 23, 2018

【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年6月28日　国外居住者：（前年度実績）2019年4月25日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 28, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Apr. 25, 2019

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

募集1：（前年度実績）2018年9月26-27日 First round : （Last year’s date）Sep. 26-27, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月13-14日 Second round : （Last year’s date）Feb. 13-14, 
2019

（前年度実績）2019年2月19日
（Last year’s date）Feb. 19, 2019

【4月入学　April Entry】面接：国内居住者：（前年度実績）2019年3月4日　国外居住者：（前年度実績）2018年12月5日
Interview： Resident of Japan： Mar. 4, 2019　Non-Resident of Japan： Dec. 5, 2018

【10月入学　October Entry】面接：国内居住者：（前年度実績）2019年7月10日　国外居住者：（前年度実績）2019年5月8日
Interview： Resident of Japan： Jul. 10, 2019　Non-Resident of Japan： May. 8, 2019

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

募集1：（前年度実績）2018年10月5日 First round : （Last year’s date）Oct. 5, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月18日 Second round : （Last year’s date）Feb. 18, 2019

（前年度実績）2019年2月21日
（Last year’s date）Feb. 21, 2019 ―

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る
Recommended to fi nd 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る
Recommended to fi nd 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）など日本語を習得して
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。）
1Application Document Screening
1 Brief Summary of Existing Research and Future Research Plan in Japanese
2 One from the following;
  • Japanese Language Profi ciency Test Level N1 or N2 Certifi cate
  • A Certifi cate to verify the Posession of Equal or Above Necessary Level of Japanese Profi ciency
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　2総合科目 Japan and 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
Referred EJU

2019 年 6 月以降の試験
The Exams after June 2019 ― ― ―

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 : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, photo 

and Copy of Certifi cate of Residence. 

■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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

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（2018年度）
Applicants （AY 2018） 1 40 11 【学部　Undergraduate】1

【大学院　Graduate】前期課程　Master Course 29,　後期課程　Doctor Course　5

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 0 22 10 【学部　Undergraduate】1

【大学院　Graduate】前期課程　Master Course 25,　後期課程　Doctor Course　5

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11 月下旬
Late November

募集 1：7月上旬 First round : Early July
募集 2：11 月中旬 Second round : 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free
切手＋返信用角 2型（A4）封筒を送る

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

Send a self-addressed stamped envelope （24 × 33.2cm） to the faculty.
Please contact the faculty offi  ce for details.

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

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

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

▶http://www.offi  ce.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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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.offi  ce.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 offi  ce （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 offi  ce （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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語能力試験（N1, N2）など日本語を習得していることの証明
Japanese Language Profi ciency Test （N1, N2） Certifi cate

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

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

募集1：（前年度実績）2018年7月26日まで First round : （Last year’s term）By Jul. 26, 2018
募集2：（前年度実績）2018年12月6日まで Second round : （Last year’s term）By Dec. 6, 2018

（前年度実績）2018年12月6日まで
（Last year’s term）By Dec. 6, 2018 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

募集1：（前年度実績）2018年8月21日 First round : （Last year’s date）Aug. 21, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月8日 Second round : （Last year’s date）Jan. 8, 2019

（前年度実績）2019年1月15日
（Last year’s date）Jan. 15, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月20日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月20日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 20, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 20, 2018

【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年6月26日　国外居住者：（前年度実績）2019年4月22日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 26, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Apr. 22, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

募集1：（前年度実績）2018年8月23日 First round : （Last year’s date）Aug. 23, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月10日 Second round : （Last year’s date）Jan. 10, 2019

（前年度実績）2019年1月17日
（Last year’s date）Jan. 17, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月22日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月23日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 22, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 23, 2018

【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年6月28日　国外居住者：（前年度実績）2019年4月25日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 28, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Apr. 25, 2019

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

募集1：（前年度実績）2018年9月26-27日 First round : （Last year’s date）Sep. 26-27, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月13-14日 Second round : （Last year’s date）Feb. 13-14, 
2019

（前年度実績）2019年2月19日
（Last year’s date）Feb. 19, 2019

【4月入学　April Entry】面接：国内居住者：（前年度実績）2019年3月4日　国外居住者：（前年度実績）2018年12月5日
Interview： Resident of Japan： Mar. 4, 2019　Non-Resident of Japan： Dec. 5, 2018

【10月入学　October Entry】面接：国内居住者：（前年度実績）2019年7月10日　国外居住者：（前年度実績）2019年5月8日
Interview： Resident of Japan： Jul. 10, 2019　Non-Resident of Japan： May. 8, 2019

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

募集1：（前年度実績）2018年10月5日 First round : （Last year’s date）Oct. 5, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月18日 Second round : （Last year’s date）Feb. 18, 2019

（前年度実績）2019年2月21日
（Last year’s date）Feb. 21, 2019 ―

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る
Recommended to fi nd 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る
Recommended to fi nd 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）など日本語を習得して
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。）
1Application Document Screening
1 Brief Summary of Existing Research and Future Research Plan in Japanese
2 One from the following;
  • Japanese Language Profi ciency Test Level N1 or N2 Certifi cate
  • A Certifi cate to verify the Posession of Equal or Above Necessary Level of Japanese Profi ciency
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　2総合科目 Japan and 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
Referred EJU

2019 年 6 月以降の試験
The Exams after June 2019 ― ― ―

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 : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, photo 

and Copy of Certifi cate of Residence. 

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

学部 Undergraduate Program 研究生 Research Students

学科／専攻 Divisions グローバル文化学科
Global Cultures

発達コミュニティ学科
Human Development and Community

環境共生学科（文科系受験）
Environment and Sustainability

（Liberal Arts Major）

環境共生学科（理科系受験）
Environment and Sustainability

(Science Major)

子ども教育学科
Child Education

学位の種類 Degree Awarded 学士 Bachelor of Arts 学士 Bachelor of Arts 学士 Bachelor of Arts
学士 Bachelor of Education

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 sutudents.

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 sutudents.

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 11 11

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 2 2

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月中旬
Middle of December

12月中旬
Middle of 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 offi  ce for free.

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

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

学部HP 参照 Please refer to the faculty website. ▶https://www.fgh.kobe-u.ac.jp/ja/node/54 学部HP 参照 Please refer to the faculty website. 
▶https://www.fgh.kobe-u.ac.jp/ja/node/54

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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）

大学HP 参照 Please refer to the faculty website.
▶http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度） Entry （AY2020） 4月 April 4月 April

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

無
Not Available

無
Not Available

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

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国語
Japanese

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

1理科*2 科目選択
Science* (2 subjects)

* 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国語または理科*2科目選択
Choose either Japanese or Science* (2 subjects)
* 理科：物理、化学、生物、地学から選択
Science：Choose from Physical Science, 
Chemistry, Biology and Physical Geography

2外国語（英・独・仏から1 つ）
Foreign language （choose 1 from English, German and French）

2数学
Mathematics

2数学
Mathematics

3面接
Interview

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書類審査
Application Document Screening

4面接
Interview

4面接
Interview

― 5書類審査
Application Document Screening

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 1日本語 Japanese

2総合科目 Japan and World 2理科（2 科目自由選択）
Science (Choose 2 from physics, chemistry and biology)

2総合科目 
Japan and World

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)

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

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese

日本語
Japanese

参照する試験
Referred EJU

2019年6月以降の試験
The Exams after June, 2019

2019年6月以降の試験
The Exams after June, 2019

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

備考
Others ― ―

■国際人間科学部 Global Human Sciences

学部 Undergraduate Program 研究生 Research Students

学科／専攻 Divisions グローバル文化学科
Global Cultures

発達コミュニティ学科
Human Development and Community

環境共生学科（文科系受験）
Environment and Sustainability

（Liberal Arts Major）

環境共生学科（理科系受験）
Environment and Sustainability

(Science Major)

子ども教育学科
Child Education

学位の種類 Degree Awarded 学士 Bachelor of Arts 学士 Bachelor of Arts 学士 Bachelor of Arts
学士 Bachelor of Education

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 sutudents.

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 sutudents.

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 11 11

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 2 2

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月中旬
Middle of December

12月中旬
Middle of 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 offi  ce for free.

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

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

学部HP 参照 Please refer to the faculty website. ▶https://www.fgh.kobe-u.ac.jp/ja/node/54 学部HP 参照 Please refer to the faculty website. 
▶https://www.fgh.kobe-u.ac.jp/ja/node/54

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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）

大学HP 参照 Please refer to the faculty website.
▶http://www.kobe-u.ac.jp/admission/undergrad/examin/index.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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度） Entry （AY2020） 4月 April 4月 April

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

無
Not Available

無
Not Available

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

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国語
Japanese

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

1理科*2 科目選択
Science* (2 subjects)

* 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国語または理科*2科目選択
Choose either Japanese or Science* (2 subjects)
* 理科：物理、化学、生物、地学から選択
Science：Choose from Physical Science, 
Chemistry, Biology and Physical Geography

2外国語（英・独・仏から1 つ）
Foreign language （choose 1 from English, German and French）

2数学
Mathematics

2数学
Mathematics

3面接
Interview

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書類審査
Application Document Screening

4面接
Interview

4面接
Interview

― 5書類審査
Application Document Screening

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 1日本語 Japanese

2総合科目 Japan and World 2理科（2 科目自由選択）
Science (Choose 2 from physics, chemistry and biology)

2総合科目 
Japan and World

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)

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

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese

日本語
Japanese

参照する試験
Referred EJU

2019年6月以降の試験
The Exams after June, 2019

2019年6月以降の試験
The Exams after June, 2019

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

備考
Others ― ―

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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 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：大学院 Recruiting Program: Graduate 
学位の種類 Degree Awarded 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

有
Available

有
Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 45 44 8 16 【大学院　Graduate】 27

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 24 30 6 11 【大学院　Graduate】 27

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月上旬
Late June

７月上旬
Early 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

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

Please contact the faculty offi  ce for details.研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

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

▶ ht tp://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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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.offi  ce.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.

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

▶ ht tp://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 offi  ce （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 offi  ce （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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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 Profi ciency Test Level 1/ N1 or  EJU Test （Japanese） 320 points and above, etc

入学月（2020年度） Entry （AY2020） 4月 April 4月 April 4月、10月 April, October

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

2019年8月26日-2019年8月30日
Aug. 26-30, 2019

2019年12月23日-2019年12月26日
Dec. 23-26, 2019 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2019年10月10日
Oct. 10, 2019

2020年1月14日
Jan. 14, 2020

【4月入学　April Entry】2019年12月23日 Dec. 23, 2019
【10月入学　October Entry】2020年6月22日 Jun. 22, 2020

出願期間終了日
Deadline of Application

2019年10月16日
Oct. 16, 2019

2020年1月16日
Jan. 16, 2020

【4月入学　April Entry】2019年12月27日 Dec. 27, 2019
【10月入学　October Entry】2020年6月26日 Jun. 26, 2020

試験日
Date of Examination

2019年11月16-17日
Nov. 16-17, 2019

2020年2月8日
Feb. 8, 2020 ―

合格発表日
Date of Result

2019年11月20日
Nov. 20, 2019

2020年2月26日
Feb. 26, 2020 ―

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 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 fi nd 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。
Required to fi nd 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 Profi ciency Test Level 1/ N1 Certifi cate 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

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 Profi ciency Test Level 1/N1 Certifi cate don't need to take EJU.

出題言語
Language in EJU ― ― ―

参照する試験
Referred EJU ― ― ―

英語試験 English Examination 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 : application form, resume, graduation （completion） certifi cate, transcript, photo and copy of Certifi cate of Residence.

■国際文化学研究科 Intercultural 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 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：大学院 Recruiting Program: Graduate 
学位の種類 Degree Awarded 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

有
Available

有
Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 45 44 8 16 【大学院　Graduate】 27

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 24 30 6 11 【大学院　Graduate】 27

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月上旬
Late June

７月上旬
Early 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

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

Please contact the faculty offi  ce for details.研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

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

▶ ht tp://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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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.offi  ce.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.

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

▶ ht tp://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 offi  ce （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 offi  ce （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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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 Profi ciency Test Level 1/ N1 or  EJU Test （Japanese） 320 points and above, etc

入学月（2020年度） Entry （AY2020） 4月 April 4月 April 4月、10月 April, October

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

2019年8月26日-2019年8月30日
Aug. 26-30, 2019

2019年12月23日-2019年12月26日
Dec. 23-26, 2019 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2019年10月10日
Oct. 10, 2019

2020年1月14日
Jan. 14, 2020

【4月入学　April Entry】2019年12月23日 Dec. 23, 2019
【10月入学　October Entry】2020年6月22日 Jun. 22, 2020

出願期間終了日
Deadline of Application

2019年10月16日
Oct. 16, 2019

2020年1月16日
Jan. 16, 2020

【4月入学　April Entry】2019年12月27日 Dec. 27, 2019
【10月入学　October Entry】2020年6月26日 Jun. 26, 2020

試験日
Date of Examination

2019年11月16-17日
Nov. 16-17, 2019

2020年2月8日
Feb. 8, 2020 ―

合格発表日
Date of Result

2019年11月20日
Nov. 20, 2019

2020年2月26日
Feb. 26, 2020 ―

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 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 fi nd 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。
Required to fi nd 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 Profi ciency Test Level 1/ N1 Certifi cate 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

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 Profi ciency Test Level 1/N1 Certifi cate don't need to take EJU.

出題言語
Language in EJU ― ― ―

参照する試験
Referred EJU ― ― ―

英語試験 English Examination 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 : application form, resume, graduation （completion） certifi cate, transcript, photo and copy of Certifi cate of Residence.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate 

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 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

有
Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 24 4 3 【大学院　Graduate】22

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 17 1 3 【大学院　Graduate】22

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月上旬
Early June

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

切手＋返信用角 2型（A4）封筒を送る 
Send a self-addressed stamped envelope (24 × 33.3cm) to the faculty. Please 

contact the faculty offi  ce for details.

切手＋返信用角 2型（A4）封筒を送る 
Send a self-addressed stamped envelope (24 × 33.3cm) to the faculty. Please 

contact the faculty offi  ce for details.

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

研究科HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/2434

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. 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 offi  ce.

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 offi  ce (an ID is required).

口頭試問／書類審査のため過去問題閲覧なし
Not Available

口頭試問／書類審査のため過去問題閲覧なし
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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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 Profi ciency Test Level N1 or N2 Certifi cate (for graduate level, N1 Certifi cate) 

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

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

2019年6月27日-2019年7月3日
Jun. 27- Jul. 3, 2019

2019年12月2日-12月6日
Dec. 2-6, 2019

募集1：2019年5月27日-6月7日 
First round : May 27-Jun. 7, 2019

募集2：2019年12月2日-12月6日 
Second round : Dec. 2-6, 2019

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2019年7月30日
Jul. 30, 2019

2020年1月20日
Jan. 20 2020

募集1：2019年7月16日 
First round : Jul. 16, 2019

募集2：2020年1月20日 
Second round : Jan. 20, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2018年2月5日　国外居住者：（前年度実績）2017年10月16日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 5, 2018　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Oct. 16, 2017
【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2018年7月30日　国外居住者：（前年度実績）2018年4月18日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jul. 30, 2018　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Apr.18, 2018

出願期間終了日
Deadline of Application

2019年8月5日
Aug. 5, 2019

2020年1月24日
Jan. 24 2020

募集1：2019年7月22日 
First round : Jul. 22, 2019

募集2：2020年1月24日 
Second round : Jan. 24, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2018年2月7日　国外居住者：（前年度実績）2017年10月18日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 7, 2018　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Oct. 18, 2017
【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2018年8月1日　国外居住者：（前年度実績）2018年4月20日
Resident of Japan：（Last year’s date）Aug.1., 2018　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Apr. 20, 2018

試験日
Date of Examination

2019年9月19-20日
Sep. 19-20, 2019

2020年2月29日
Feb. 29, 2020

募集1：2019年8月22日 
First round : Aug. 22, 2019

募集2：2020年2月29日 
Second round : Feb. 29, 2020

―

合格発表日　
Date of Result

2019年10月4日
Oct. 4, 2019

2020年3月6日
Mar. 6, 2020

募集1：2019年9月18日 
First round : Sep. 18, 2019

募集2：2020年3月6日 
Second round : Mar. 6, 2020

―

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

不可
Not Available

不可
Not 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 fi nd the professor/supervisor in advance. 

1口述試験 1Oral Exam 1書類審査
  •日本語能力検定N1/1 級の合否結果通知書の原本

1Application Document Screening
  • Japanese Language Profi ciency Test Level N1 Certifi cate 

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

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

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
Referred EJU ― ― ―

英語試験
English Examination TOEIC/TOEFL/IELTS 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、写真が必要です。

Required : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, and photos of the applicant.

■人間発達環境学研究科 Human Development and Environment

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

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate 

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 無 None

留学生特別選抜
Foreign Students Examination

有
Available

有
Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 24 4 3 【大学院　Graduate】22

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 17 1 3 【大学院　Graduate】22

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月上旬
Early June

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

切手＋返信用角 2型（A4）封筒を送る 
Send a self-addressed stamped envelope (24 × 33.3cm) to the faculty. Please 

contact the faculty offi  ce for details.

切手＋返信用角 2型（A4）封筒を送る 
Send a self-addressed stamped envelope (24 × 33.3cm) to the faculty. Please 

contact the faculty offi  ce for details.

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

研究科HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/2434

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. 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 offi  ce.

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 offi  ce (an ID is required).

口頭試問／書類審査のため過去問題閲覧なし
Not Available

口頭試問／書類審査のため過去問題閲覧なし
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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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 Profi ciency Test Level N1 or N2 Certifi cate (for graduate level, N1 Certifi cate) 

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

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

2019年6月27日-2019年7月3日
Jun. 27- Jul. 3, 2019

2019年12月2日-12月6日
Dec. 2-6, 2019

募集1：2019年5月27日-6月7日 
First round : May 27-Jun. 7, 2019

募集2：2019年12月2日-12月6日 
Second round : Dec. 2-6, 2019

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2019年7月30日
Jul. 30, 2019

2020年1月20日
Jan. 20 2020

募集1：2019年7月16日 
First round : Jul. 16, 2019

募集2：2020年1月20日 
Second round : Jan. 20, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2018年2月5日　国外居住者：（前年度実績）2017年10月16日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 5, 2018　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Oct. 16, 2017
【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2018年7月30日　国外居住者：（前年度実績）2018年4月18日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jul. 30, 2018　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Apr.18, 2018

出願期間終了日
Deadline of Application

2019年8月5日
Aug. 5, 2019

2020年1月24日
Jan. 24 2020

募集1：2019年7月22日 
First round : Jul. 22, 2019

募集2：2020年1月24日 
Second round : Jan. 24, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2018年2月7日　国外居住者：（前年度実績）2017年10月18日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 7, 2018　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Oct. 18, 2017
【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2018年8月1日　国外居住者：（前年度実績）2018年4月20日
Resident of Japan：（Last year’s date）Aug.1., 2018　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Apr. 20, 2018

試験日
Date of Examination

2019年9月19-20日
Sep. 19-20, 2019

2020年2月29日
Feb. 29, 2020

募集1：2019年8月22日 
First round : Aug. 22, 2019

募集2：2020年2月29日 
Second round : Feb. 29, 2020

―

合格発表日　
Date of Result

2019年10月4日
Oct. 4, 2019

2020年3月6日
Mar. 6, 2020

募集1：2019年9月18日 
First round : Sep. 18, 2019

募集2：2020年3月6日 
Second round : Mar. 6, 2020

―

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

不可
Not Available

不可
Not 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 fi nd the professor/supervisor in advance. 

1口述試験 1Oral Exam 1書類審査
  •日本語能力検定N1/1 級の合否結果通知書の原本

1Application Document Screening
  • Japanese Language Profi ciency Test Level N1 Certifi cate 

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

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

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
Referred EJU ― ― ―

英語試験
English Examination TOEIC/TOEFL/IELTS 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、写真が必要です。

Required : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, and photos of the applicant.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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

法学政治学
Law and Politics

法学政治学
Law and Politics

募集：大学院のみ
Recruiting Program: GraduateGMAP in Law

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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 8（日本人含む） 若干名

a few
非公開

Not Available

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 25 33 6（日本人含む） 1 非公開

Not Available

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 4 14 6（日本人含む） 1 非公開

Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11 月下旬
Late November

募集 1：6月上旬　First round : Early June
募集 2：11 月中旬　Second round : Middle of November

【4月入学 April Entry】募集1：6 月上旬 First round : Middle of June　募集2：10月下旬
 Second round : Late October　【10月入学 October Entry】2月下旬 Late 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free.

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

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

学部／HP参照 Please refer to the faculty website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/undergraduate/admissions/

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/graduate/admissions/

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/graduate/admissions/

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/graduate/admissions/

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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.offi  ce.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/graduate/admissions/

研究科HPで公開 Available on the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/graduate/admissions/

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty offi  ce (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 offi  ce (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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Japanese ability is not required

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

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

4月
April

4月、10月
April, October

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

無
Not Available

募集1：（前年度実績）2018年6月4日まで  
First round : （Last year’s term）By Jun. 4, 2018
募集2：（前年度実績）2018年11月29日まで  
Second round : （Last year’s term）By Nov. 29, 2018

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年6月4日まで First round : （Last year’s term） By Jun. 4, 2018 
募集2：（前年度実績）2018年11月5日まで Second round : （Last year’s term） By Nov. 5, 2018 
【10月入学 October Entry】 （前年度実績）2019年4月19日まで （Last year’s term） By Apr. 19, 2019

（前年度実績）2018年11月29日まで
（Last year’s term）By Nov. 29, 2018 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

（前年度実績）2019年1月28日
（Last year’s date）Jan. 28, 2019

募集1：（前年度実績）2018年7月13日  
First round : （Last year’s date）Jul. 13, 2018
募集2：（前年度実績）2018年12月21日  
Second round : （Last year’s date）Dec. 21, 2018

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年7月13日 First round : （Last year’s date） Jul. 13, 2018 
募集2：（前年度実績）2018年12月3日 Second round : （Last year’s date） Dec. 3, 2018 
【10月入学 October Entry】 （前年度実績）2019年6月3日 （Last year’s date） Jun. 3, 2019

（前年度実績）2018年12月21日
（Last year’s date）Dec. 21 2018

【4月入学　April Entry】（前年度実績）2018年10月18日 （Last year’s date）Oct. 18, 2018
【10月入学　October Entry】（前年度実績）2019年4月12日 （Last year’s date）Apr. 12, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

（前年度実績）2019年2月6日
（Last year’s date）Feb. 6, 2019

募集1：（前年度実績）2018年7月19日  
First round : （Last year’s date）Jul. 19, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月4日  
Second round : （Last year’s date）Jan. 4, 2019

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年7月19日 First round : （Last year’s date） Jul. 19, 2018 
募集2：（前年度実績）2018年12月10日 Second round : （Last year’s date） Dec. 10, 2018 
【10月入学 October Entry】（前年度実績）2019年6月7日 （Last year’s date）Jun. 7, 2018

（前年度実績）2019年1月4日
（Last year’s date）Jan. 4, 2019

【4月入学　April Entry】（前年度実績）2018年10月31日 （Last year’s date）Oct. 31, 2018
【10月入学　October Entry】（前年度実績）2019年4月26日 （Last year’s date）Apr. 26, 2019

試験日
Date of Examination

（前年度実績）2019年2月26日
（Last year’s date）Feb. 26, 2019

募集1：（前年度実績）2018年9月14日  
First round : （Last year’s date）Sep. 14, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月15日  
Second round: （Last year’s date）Feb. 15, 2019

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年9月15日 First round : （Last year’s date）Sep. 15, 2018 
募集2：（前年度実績）2019年1月9日 Second round : （Last year’s date）Jan. 9, 2019
【10月入学 October Entry】 （前年度実績）2019年6月26日 （Last year’s date）Jun. 26, 2019

（前年度実績）2019年2月15-16日
（Last year’s date）Feb. 15-16, 2019 ―

合格発表日　
Date of Result

（前年度実績）2019年3月8日
（Last year’s date）Mar. 8, 2019

募集1：（前年度実績）2018年10月10日  
First round : （Last year’s date）Oct. 10, 2018
募集2：（前年度実績）2019年3月7日  
Second round : （Last year’s date）Mar. 7, 2019

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年10月10日 First round : （Last year’s date） Oct. 10, 2018 
募集2：（前年度実績）2019年1月28日 Second round : （Last year’s date） Jan. 28, 2019
【10月入学 October Entry】（前年度実績）2019年7月18日 （Last year’s date） Jul. 18, 2019

（前年度実績）2019年3月7日
（Last year’s date）Mar. 7, 2019

【4月入学　April Entry】（前年度実績）2018年12月21日 （Last year’s date）Dec. 21, 2018
【10月入学　October Entry】（前年度実績）2019年6月21日 （Last year’s date）Jun. 21, 2019

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英語 English　₂作文 Composition
₃面接 Interview　

₄書類審査 （成績証明、日本留学試験成績） 
Application Document Screening （School Records, EJU）

※1～4を総合して選考 
Selection will be made based on the total of 1-4.

₁ 論文（専門科目） Thesis （Major Subject）
₂作文 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る 
Recommended to fi nd 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 fi nd the professor/supervisor in advance.

1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 fi nd 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
Referred EJU

2019年6月以降の試験
The Exams after June, 2019 ― ― ―

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

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（見込み）した者を除く）

Required Documents: 
EJU test Score Report or Japanese Language Profi ciency Test 
result (Except for students who graduated or are expected to 

graduate from Japanese colleges or universities)

提出書類：
英語能力を証明する書類

Required Documents: 
Certifi cation of English profi ciency

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（見込み）した者を除く）
Required Documents: 

EJU test Score Report or Japanese Language Profi ciency Test result 
(Except for students who graduated or are expected to graduate from Japanese colleges or universities)

―

■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

法学政治学
Law and Politics

法学政治学
Law and Politics

募集：大学院のみ
Recruiting Program: GraduateGMAP in Law

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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 8（日本人含む） 若干名

a few
非公開

Not Available

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 25 33 6（日本人含む） 1 非公開

Not Available

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 4 14 6（日本人含む） 1 非公開

Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

11 月下旬
Late November

募集 1：6月上旬　First round : Early June
募集 2：11 月中旬　Second round : Middle of November

【4月入学 April Entry】募集1：6 月上旬 First round : Middle of June　募集2：10月下旬
 Second round : Late October　【10月入学 October Entry】2月下旬 Late 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free.

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

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

学部／HP参照 Please refer to the faculty website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/undergraduate/admissions/

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/graduate/admissions/

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/graduate/admissions/

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/graduate/admissions/

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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.offi  ce.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/graduate/admissions/

研究科HPで公開 Available on the graduate school website.
▶ http://www.law.kobe-u.ac.jp/graduate/admissions/

事務室で閲覧・コピー可（身分証明書が必要）
Available at the faculty offi  ce (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 offi  ce (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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Japanese ability is not required

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

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

4月
April

4月、10月
April, October

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

無
Not Available

募集1：（前年度実績）2018年6月4日まで  
First round : （Last year’s term）By Jun. 4, 2018
募集2：（前年度実績）2018年11月29日まで  
Second round : （Last year’s term）By Nov. 29, 2018

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年6月4日まで First round : （Last year’s term） By Jun. 4, 2018 
募集2：（前年度実績）2018年11月5日まで Second round : （Last year’s term） By Nov. 5, 2018 
【10月入学 October Entry】 （前年度実績）2019年4月19日まで （Last year’s term） By Apr. 19, 2019

（前年度実績）2018年11月29日まで
（Last year’s term）By Nov. 29, 2018 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

（前年度実績）2019年1月28日
（Last year’s date）Jan. 28, 2019

募集1：（前年度実績）2018年7月13日  
First round : （Last year’s date）Jul. 13, 2018
募集2：（前年度実績）2018年12月21日  
Second round : （Last year’s date）Dec. 21, 2018

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年7月13日 First round : （Last year’s date） Jul. 13, 2018 
募集2：（前年度実績）2018年12月3日 Second round : （Last year’s date） Dec. 3, 2018 
【10月入学 October Entry】 （前年度実績）2019年6月3日 （Last year’s date） Jun. 3, 2019

（前年度実績）2018年12月21日
（Last year’s date）Dec. 21 2018

【4月入学　April Entry】（前年度実績）2018年10月18日 （Last year’s date）Oct. 18, 2018
【10月入学　October Entry】（前年度実績）2019年4月12日 （Last year’s date）Apr. 12, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

（前年度実績）2019年2月6日
（Last year’s date）Feb. 6, 2019

募集1：（前年度実績）2018年7月19日  
First round : （Last year’s date）Jul. 19, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月4日  
Second round : （Last year’s date）Jan. 4, 2019

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年7月19日 First round : （Last year’s date） Jul. 19, 2018 
募集2：（前年度実績）2018年12月10日 Second round : （Last year’s date） Dec. 10, 2018 
【10月入学 October Entry】（前年度実績）2019年6月7日 （Last year’s date）Jun. 7, 2018

（前年度実績）2019年1月4日
（Last year’s date）Jan. 4, 2019

【4月入学　April Entry】（前年度実績）2018年10月31日 （Last year’s date）Oct. 31, 2018
【10月入学　October Entry】（前年度実績）2019年4月26日 （Last year’s date）Apr. 26, 2019

試験日
Date of Examination

（前年度実績）2019年2月26日
（Last year’s date）Feb. 26, 2019

募集1：（前年度実績）2018年9月14日  
First round : （Last year’s date）Sep. 14, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月15日  
Second round: （Last year’s date）Feb. 15, 2019

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年9月15日 First round : （Last year’s date）Sep. 15, 2018 
募集2：（前年度実績）2019年1月9日 Second round : （Last year’s date）Jan. 9, 2019
【10月入学 October Entry】 （前年度実績）2019年6月26日 （Last year’s date）Jun. 26, 2019

（前年度実績）2019年2月15-16日
（Last year’s date）Feb. 15-16, 2019 ―

合格発表日　
Date of Result

（前年度実績）2019年3月8日
（Last year’s date）Mar. 8, 2019

募集1：（前年度実績）2018年10月10日  
First round : （Last year’s date）Oct. 10, 2018
募集2：（前年度実績）2019年3月7日  
Second round : （Last year’s date）Mar. 7, 2019

【4月入学 April Entry】
募集1：（前年度実績）2018年10月10日 First round : （Last year’s date） Oct. 10, 2018 
募集2：（前年度実績）2019年1月28日 Second round : （Last year’s date） Jan. 28, 2019
【10月入学 October Entry】（前年度実績）2019年7月18日 （Last year’s date） Jul. 18, 2019

（前年度実績）2019年3月7日
（Last year’s date）Mar. 7, 2019

【4月入学　April Entry】（前年度実績）2018年12月21日 （Last year’s date）Dec. 21, 2018
【10月入学　October Entry】（前年度実績）2019年6月21日 （Last year’s date）Jun. 21, 2019

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英語 English　₂作文 Composition
₃面接 Interview　

₄書類審査 （成績証明、日本留学試験成績） 
Application Document Screening （School Records, EJU）

※1～4を総合して選考 
Selection will be made based on the total of 1-4.

₁ 論文（専門科目） Thesis （Major Subject）
₂作文 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る 
Recommended to fi nd 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 fi nd the professor/supervisor in advance.

1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 fi nd 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
Referred EJU

2019年6月以降の試験
The Exams after June, 2019 ― ― ―

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

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（見込み）した者を除く）

Required Documents: 
EJU test Score Report or Japanese Language Profi ciency Test 
result (Except for students who graduated or are expected to 

graduate from Japanese colleges or universities)

提出書類：
英語能力を証明する書類

Required Documents: 
Certifi cation of English profi ciency

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（見込み）した者を除く）
Required Documents: 

EJU test Score Report or Japanese Language Profi ciency Test result 
(Except for students who graduated or are expected to graduate from Japanese colleges or universities)

―

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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

有
Available

無
None

有
Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

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）

20（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（2018年度）
Applicants （AY 2018） 12 245 （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

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 5 101 （前期課程各選抜含む）

（total of all selection types for master’s degree program）
7（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

10月下旬
Late October

募集1：6月中旬 First round : Middle of June
募集2：11月上旬 Second round : Early November

11月上旬
Early November

2月下旬
Late February

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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free.
切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る

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

Send a self-addressed stamped envelope （24×33.2cm） to the faculty. 
Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.大学HP参照
Please refer to the university website.

▶http://www.offi  ce.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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

研究科HPからダウンロード
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

口頭試問のため過去問題閲覧なし
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.offi  ce.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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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 Profi ciency Test Level N1 Certifi cate

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 4月 April 4月 April 4月 April 10月 October

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

（前年度実績）2018年12月3日まで
（Last year’s term） By Dec. 3, 2018

募集1：（前年度実績）2018年6月22日まで First round : （Last year’s term） By Jun. 22, 2018
募集2：（前年度実績）2018年12月14日まで Second round : （Last year’s term） By Dec. 14, 2018

（前年度実績）2018年12月14日まで
（Last year’s term） By Dec. 14, 2018

（前年度実績）10月入学：2019年3月8日まで
（Last year’s term） By Mar. 8, 2019

出願期間開始日
Starting Date of Application

（前年度実績）2018年12月21日
（Last year’s date） Dec. 21, 2018

募集1：（前年度実績）2018年7月5日 First round : （Last year’s date） Jul. 5, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月4日 Second round : （Last year’s date） Jan. 4 2019

（前年度実績）2019年1月4日
（Last year’s date） Jan. 4, 2019

（前年度実績）2019年4月8日
（Last year’s date） Apr. 8, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

（前年度実績）2018年12月27日
（Last year’s deadline） Dec. 27, 2018

募集1：（前年度実績）2018年7月12日 First round : （Last year’s date） Jul. 12, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月11日 Second round : （Last year’s date） Jan. 11, 2019

（前年度実績）2019年1月11日
（Last year’s date） Jan. 11, 2019

（前年度実績）2019年4月19日
（Last year’s date） Apr. 19, 2019

試験日
Date of Examination

（前年度実績）2019年2月2日
（Last year’s date） Feb. 2, 2019

募集1：（前年度実績）2018年8月22日 First round : （Last year’s date） Aug. 22, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月10日 Second round : （Last year’s date） Feb. 10, 2019

（前年度実績）2019年2月10日
（Last year’s date） Feb. 10, 2019 ―

合格発表日
Date of Result

（前年度実績）2019年2月14日
（Last year’s date） Feb. 14, 2019

募集1：（前年度実績）2018年9月5日 First round : （Last year’s date） Sep. 5, 2018
募集2：（前年度実績）2019年3月5日 Second round : （Last year’s date） Mar. 5, 2019

（前年度実績）2019年3月5日
（Last year’s date） Mar. 5, 2019 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口述試験 Oral Exam
2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 required 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 required 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.

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 Foreign Language
2総合科目及び数学（コース1）又は理科及び数学（コース2）

Japan and World and mathematics8 (Course 1) or Sciemce and 
Mathematics (Course 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 who submit Japanese Language Profi ciency Test 

Level N1 （Level 1） Certifi cate.

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 who submit Japanese Language 
Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate.

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 who submit Japanese Language Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate. 

Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese 日本語 Japanese 日本語 Japanese 日本語 Japanese
参照する試験 Referred EJU 2019年度の試験 The Exams of AY2019 ― ― ―

英語試験
English Examination TOEFL-iBT

TOEIC/TOEFL/IELTS
※GMAPコース受験者は提出必須。

Required for GMAP course. 

TOEIC/TOEFL/IELTS
※提出は任意。

Optional.  

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

Required Documents:
EJU test Score Report or Japanese Language Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate

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
Required Documents:

EJU test Score Report or Japanese Language Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate
Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

研究指導を受けようとする教員からの内諾必要
Required to obtain an approval from a professor/suprevisor in advance.

■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

有
Available

無
None

有
Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

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）

20（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（2018年度）
Applicants （AY 2018） 12 245 （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

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 5 101 （前期課程各選抜含む）

（total of all selection types for master’s degree program）
7（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

10月下旬
Late October

募集1：6月中旬 First round : Middle of June
募集2：11月上旬 Second round : Early November

11月上旬
Early November

2月下旬
Late February

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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free.
切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る

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

Send a self-addressed stamped envelope （24×33.2cm） to the faculty. 
Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.大学HP参照
Please refer to the university website.

▶http://www.offi  ce.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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

研究科HPからダウンロード
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

口頭試問のため過去問題閲覧なし
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.offi  ce.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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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 Profi ciency Test Level N1 Certifi cate

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 4月 April 4月 April 4月 April 10月 October

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

（前年度実績）2018年12月3日まで
（Last year’s term） By Dec. 3, 2018

募集1：（前年度実績）2018年6月22日まで First round : （Last year’s term） By Jun. 22, 2018
募集2：（前年度実績）2018年12月14日まで Second round : （Last year’s term） By Dec. 14, 2018

（前年度実績）2018年12月14日まで
（Last year’s term） By Dec. 14, 2018

（前年度実績）10月入学：2019年3月8日まで
（Last year’s term） By Mar. 8, 2019

出願期間開始日
Starting Date of Application

（前年度実績）2018年12月21日
（Last year’s date） Dec. 21, 2018

募集1：（前年度実績）2018年7月5日 First round : （Last year’s date） Jul. 5, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月4日 Second round : （Last year’s date） Jan. 4 2019

（前年度実績）2019年1月4日
（Last year’s date） Jan. 4, 2019

（前年度実績）2019年4月8日
（Last year’s date） Apr. 8, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

（前年度実績）2018年12月27日
（Last year’s deadline） Dec. 27, 2018

募集1：（前年度実績）2018年7月12日 First round : （Last year’s date） Jul. 12, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月11日 Second round : （Last year’s date） Jan. 11, 2019

（前年度実績）2019年1月11日
（Last year’s date） Jan. 11, 2019

（前年度実績）2019年4月19日
（Last year’s date） Apr. 19, 2019

試験日
Date of Examination

（前年度実績）2019年2月2日
（Last year’s date） Feb. 2, 2019

募集1：（前年度実績）2018年8月22日 First round : （Last year’s date） Aug. 22, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月10日 Second round : （Last year’s date） Feb. 10, 2019

（前年度実績）2019年2月10日
（Last year’s date） Feb. 10, 2019 ―

合格発表日
Date of Result

（前年度実績）2019年2月14日
（Last year’s date） Feb. 14, 2019

募集1：（前年度実績）2018年9月5日 First round : （Last year’s date） Sep. 5, 2018
募集2：（前年度実績）2019年3月5日 Second round : （Last year’s date） Mar. 5, 2019

（前年度実績）2019年3月5日
（Last year’s date） Mar. 5, 2019 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口述試験 Oral Exam
2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 required 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 required 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.

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 Foreign Language
2総合科目及び数学（コース1）又は理科及び数学（コース2）

Japan and World and mathematics8 (Course 1) or Sciemce and 
Mathematics (Course 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 who submit Japanese Language Profi ciency Test 

Level N1 （Level 1） Certifi cate.

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 who submit Japanese Language 
Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate.

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 who submit Japanese Language Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate. 

Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese 日本語 Japanese 日本語 Japanese 日本語 Japanese
参照する試験 Referred EJU 2019年度の試験 The Exams of AY2019 ― ― ―

英語試験
English Examination TOEFL-iBT

TOEIC/TOEFL/IELTS
※GMAPコース受験者は提出必須。

Required for GMAP course. 

TOEIC/TOEFL/IELTS
※提出は任意。

Optional.  

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

Required Documents:
EJU test Score Report or Japanese Language Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate

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
Required Documents:

EJU test Score Report or Japanese Language Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate
Submit a score report taken no more than two years before the application deadline

研究指導を受けようとする教員からの内諾必要
Required to obtain an approval from a professor/suprevisor in advance.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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: GraduateGMAP in Management （SESAMI） SESAMI PhD Program

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

無
Not Available

無
Not Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

非公開
Not Available

受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 9 79 42 8 4 43
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 1 26 17 4 3 24

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月中旬
Middle of December

募集1：6月下旬 First round : Late June
募集2：10月上旬 Second round : Early October

募集1：10月上旬 First round : Early October
募集2：3月下旬 Second round : Late March

11月中旬
Middle of November

8月上旬
Early August

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

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

学部HP参照
Please refer to the university website.

▶ https://www.b.kobe-u.ac.jp/admission/ugrad-international/

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ https://www.b.kobe-u.ac.jp/admission/phd-info/

▶ http://sesami.b.kobe-u.ac.jp/index.php?c=admission_app&p=admission_app

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ https://www.b.kobe-u.ac.jp/admission/phd-info/

▶ http://sesami.b.kobe-u.ac.jp/index.php?c=admission_app&p=admission_app

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

▶ http://www.b.kobe-u.ac.jp/prospective/exam/phd/

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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

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.offi  ce.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
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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Japanese ability is not required

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

日本語を必要としない
Japanese ability is not required

日本語能力検定N1レベル
Japanese Language Profi ciency Test Level N1

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 4月 April 4月 April 10月 October 4月 April 4月 April

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

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

無
Not Available

有
Available ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月下旬 （前年度実績：2019年1月28日）
Late January, 2020 （Last year’s date：Jan. 18, 2019）

募集1：（前年度実績）2018年7月13日 
First round : （Last year’s term）Jul.13, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月4日 
Second round :（Last year’s term）Jan.4, 2019

募集1：（前年度実績）2018年12月6日 
First round :（Last year’s term）Dec. 6, 2018
募集2：（前年度実績）2019年5月7日 
Second round :（Last year’s term）May 7, 2019

（前年度実績）2019年1月4日
（Last year’s term） Jan. 4, 2019

（前年度実績）2018年10月5日
（Last year’s term） Oct. 5, 2018

国内居住者：（前年度実績）2019年1月4日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月1日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jan.4, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov.1, 2018

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月上旬 （前年度実績：2019年2月6日）
Early February, 2020 （Last year’s date：Feb. 6, 2019）

募集1：（前年度実績）2018年7月20日 
First round : （Last year’s date）Jul.20, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月9日 
Second round : （Last year’s date）Jan.9, 2019

募集1：（前年度実績）2018年12月13日 
First round :（Last year’s date）Dec.13, 2018
募集2：（前年度実績）2019年5月13日 
Second round :（Last year’s date）May 13, 2019

（前年度実績）2019年1月9日
（Last year’s date） Jan. 9, 2019

（前年度実績）2018年10月15日
（Last year’s date） Oct. 15, 2018

国内居住者：（前年度実績）2019年1月15日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月9日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jan.15, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov.9, 2018

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

募集1：（前年度実績）2018年8月28日 
First round : （Last year’s date）Aug.28, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月14日 
Second round : （Last year’s date）Feb.14, 2019

― （前年度実績）2019年3月4-5日
（Last year’s date） Mar. 4-5, 2019 ― ―

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

募集1：（前年度実績）2018年9月14日 
First round : （Last year’s date）Sep.14, 2018
募集2：（前年度実績）2019年3月8日 
Second round : （Last year’s date）Mar.8, 2019

募集1：（前年度実績）2019年3月22日 
First round :（Last year’s date）Mar. 22, 2019
募集2：（前年度実績）2019年6月21日 
Second round :（Last year’s date）Jun. 21, 2019

（前年度実績）2019年3月15日
（Last year’s date） Mar. 15, 2019

（前年度実績）2018年11月16日
（Last year’s date） Nov. 16, 2018 ―

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

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

不要
Not Necessary

要
Necessary

不要
Not 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 fi nd the professor/supervi-

sor in advance.

1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 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 fi nd the professor/supervisor 

in advance.

1 書類審査
Application Document Screening

1書類審査
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レベルの成績通知書（写）
•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 Profi ciency 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） 

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
Not required to take EJU for those who submit Japanese Language Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate.

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese ― ― 日本語

Japanese

参照する試験
Referred EJU

2019年6月以降の試験
The Exams after June 2019 ― ― ―

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 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 ―

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
Required Documents : EJU test Score Report 
or Japanese Language Profi ciency Test result

提出書類：英語能力を証明する書類
Required Documents:

Certifi cation of English Profi ciency

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
Required Documents : EJU test Score Report or 

Japanese Language Profi ciency Test result

提出書類：英語能力を証明する書類
Required Documents:

Certifi cation of English Profi ciency

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 : application form, resume, graduation （completion） certifi cate, 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 a translation issued by a public institute.

■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: GraduateGMAP in Management （SESAMI） SESAMI PhD Program

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

無
Not Available

無
Not Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

若干名
a few

非公開
Not Available

受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 9 79 42 8 4 43
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 1 26 17 4 3 24

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月中旬
Middle of December

募集1：6月下旬 First round : Late June
募集2：10月上旬 Second round : Early October

募集1：10月上旬 First round : Early October
募集2：3月下旬 Second round : Late March

11月中旬
Middle of November

8月上旬
Early August

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

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

学部HP参照
Please refer to the university website.

▶ https://www.b.kobe-u.ac.jp/admission/ugrad-international/

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ https://www.b.kobe-u.ac.jp/admission/phd-info/

▶ http://sesami.b.kobe-u.ac.jp/index.php?c=admission_app&p=admission_app

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ https://www.b.kobe-u.ac.jp/admission/phd-info/

▶ http://sesami.b.kobe-u.ac.jp/index.php?c=admission_app&p=admission_app

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

▶ http://www.b.kobe-u.ac.jp/prospective/exam/phd/

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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

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.offi  ce.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
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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Japanese ability is not required

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

日本語を必要としない
Japanese ability is not required

日本語能力検定N1レベル
Japanese Language Profi ciency Test Level N1

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 4月 April 4月 April 10月 October 4月 April 4月 April

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

無
Not Available

無
Not Available

有
Available

無
Not Available

有
Available ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月下旬 （前年度実績：2019年1月28日）
Late January, 2020 （Last year’s date：Jan. 18, 2019）

募集1：（前年度実績）2018年7月13日 
First round : （Last year’s term）Jul.13, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月4日 
Second round :（Last year’s term）Jan.4, 2019

募集1：（前年度実績）2018年12月6日 
First round :（Last year’s term）Dec. 6, 2018
募集2：（前年度実績）2019年5月7日 
Second round :（Last year’s term）May 7, 2019

（前年度実績）2019年1月4日
（Last year’s term） Jan. 4, 2019

（前年度実績）2018年10月5日
（Last year’s term） Oct. 5, 2018

国内居住者：（前年度実績）2019年1月4日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月1日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jan.4, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov.1, 2018

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月上旬 （前年度実績：2019年2月6日）
Early February, 2020 （Last year’s date：Feb. 6, 2019）

募集1：（前年度実績）2018年7月20日 
First round : （Last year’s date）Jul.20, 2018
募集2：（前年度実績）2019年1月9日 
Second round : （Last year’s date）Jan.9, 2019

募集1：（前年度実績）2018年12月13日 
First round :（Last year’s date）Dec.13, 2018
募集2：（前年度実績）2019年5月13日 
Second round :（Last year’s date）May 13, 2019

（前年度実績）2019年1月9日
（Last year’s date） Jan. 9, 2019

（前年度実績）2018年10月15日
（Last year’s date） Oct. 15, 2018

国内居住者：（前年度実績）2019年1月15日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月9日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jan.15, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov.9, 2018

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

募集1：（前年度実績）2018年8月28日 
First round : （Last year’s date）Aug.28, 2018
募集2：（前年度実績）2019年2月14日 
Second round : （Last year’s date）Feb.14, 2019

― （前年度実績）2019年3月4-5日
（Last year’s date） Mar. 4-5, 2019 ― ―

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

募集1：（前年度実績）2018年9月14日 
First round : （Last year’s date）Sep.14, 2018
募集2：（前年度実績）2019年3月8日 
Second round : （Last year’s date）Mar.8, 2019

募集1：（前年度実績）2019年3月22日 
First round :（Last year’s date）Mar. 22, 2019
募集2：（前年度実績）2019年6月21日 
Second round :（Last year’s date）Jun. 21, 2019

（前年度実績）2019年3月15日
（Last year’s date） Mar. 15, 2019

（前年度実績）2018年11月16日
（Last year’s date） Nov. 16, 2018 ―

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

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

不要
Not Necessary

要
Necessary

不要
Not 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 fi nd the professor/supervi-

sor in advance.

1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 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 fi nd the professor/supervisor 

in advance.

1 書類審査
Application Document Screening

1書類審査
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レベルの成績通知書（写）
•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 Profi ciency 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） 

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
Not required to take EJU for those who submit Japanese Language Profi ciency Test Level N1 （Level 1） Certifi cate.

出題言語
Language in EJU

日本語
Japanese ― ― 日本語

Japanese

参照する試験
Referred EJU

2019年6月以降の試験
The Exams after June 2019 ― ― ―

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 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 ―

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
Required Documents : EJU test Score Report 
or Japanese Language Profi ciency Test result

提出書類：英語能力を証明する書類
Required Documents:

Certifi cation of English Profi ciency

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
Required Documents : EJU test Score Report or 

Japanese Language Profi ciency Test result

提出書類：英語能力を証明する書類
Required Documents:

Certifi cation of English Profi ciency

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 : application form, resume, graduation （completion） certifi cate, 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 a translation issued by a public institute.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few 若干名 a few 4 5 6 6 6 非公開 Not Available
受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 6 1 0 4 1 0 0 1 2 0 0 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Graduate】 14
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 0 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Gradyate】 14

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】 募集1：2019年6月中旬　募集2：2019年10月下旬　募集3：2019年12月下旬
First round : middle of June, 2019　Second round : Late October, 2019　Third round : Late December, 2019

【10月入学　October Entry】 募集1：2019年10月下旬　募集2：2019年12月下旬　募集3：2020年6月中旬
First round : Late October, 2019　Second round : Late December, 2019　Third round : middle of June, 2020

【4月入学　April Entry・10月入学　October Entry】 
国内居住者：12月下旬　国外居住者：9月下旬

Resident of Japan：Late December　Non-Resident of Japan：Late 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 offi  ce for free.

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

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

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

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

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

Please contact the faculty offi  ce 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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月、10月（化学専攻）
April, October （Department of Chemistry）

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

2019年6月17日まで
By Jun. 17, 2019

2019年
7月1日まで
By Jul. 1, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月1日まで　募集2：（前年度実績） 2018年10月22日まで　募集3：（前年度実績） 2018年12月25日まで
First round : By Jul. 1, 2019　Second round : （Last year’s term） By Oct. 22, 2018　Third round : （Last year’s term） By Dec. 25, 2018

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年10月22日まで　募集2：（前年度実績） 2018年12月25日まで　募集3：（前年度実績）2019年7月1日まで
First round : （Last year’s term） By Oct. 22, 2018　Second round : （Last year’s term） By Dec. 25, 2018　Third round : （Last year’s term） By Jul. 1, 2019

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月中旬（前年度実績：2019年1月15日）
Middle of January 2020 （Last year’s date：Jan. 15, 2019）

2019年7月2日
Jul. 2, 2019

2019年
7月23日
Jul. 23, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月16日　募集2：（前年度実績） 2018年11月5日　募集3：（前年度実績） 2019年1月8日
First round : Jul. 16, 2019　Second round : （Last year’s date） Nov. 5, 2018　Third round : （Last year’s date） Jan. 8, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年11月5日　募集2：（前年度実績） 2018年1月8日　募集3：（前年度実績）2019年7月16日
First round : （Last year’s date） Nov. 5, 2018　Second round : （Last year’s date） Jan. 8, 2018　Third round : （Last year’s date） Jul.16, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月25日　国外居住者：（前年度実績）2018年
11月5日　Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 25, 2019　 Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 5, 2018
【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年8月19日　国外居住者：（前年度実績）2019
年5月15日　Resident of Japan：（Last year’s date）Aug.19, 2019　 Non-Resident of Japan：（Last year’s date）May 15, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年1月中旬（前年度実績：2019年1月18日）
Middle of January 2020 （Last year’s date：Jan. 18, 2019）

2019年7月5日
Jul. 5, 2019

2019年
7月26日
Jul. 26, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月19日　募集2：（前年度実績） 2018年11月8日　募集3：（前年度実績） 2019年1月10日
First round : Jul. 19, 2019　Second round : （Last year’s date） Nov. 8, 2018　Third round : （Last year’s date） Jan. 10, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年11月8日　募集2：（前年度実績） 2019年1月10日　募集3：（前年度実績）2019年7月19日
First round : （Last year’s date） Nov. 8, 2018　Second round : （Last year’s date） Jan. 10, 2019　Third round : （Last year’s date） Jul. 19, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月27日　国外居住者：（前年度実績）2018年
11月8日　Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 27, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 8, 2018
【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年8月21日　国外居住者：（前年度実績）2019
年5月17日　Resident of Japan：（Last year’s date）Aug.21, 2019　 Non-Resident of Japan：（Last year’s date）May 17, 2019

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

2019年
8月20日-21日
Aug. 20-21, 2019

2019年
8月21日-22日
Aug. 21-22, 2019

2019年
8月26日-27日
Aug. 26-27, 2019

2019年
8月3日-4日
Aug. 3-4, 2019

2019年
8月28日-29日
Aug. 28-29, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年8月20日-28日　募集2：（前年度実績） 2018年11月27日-12月4日　募集3：（前年度実績） 2019年1月30日-2月4日
First round : Aug. 20 - Aug. 28, 2019　Second round : （Last year’s date） Nov. 27 - Dec. 4, 2018　Third round : （Last year’s date） Jun. 30 - Feb. 4, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年11月27日-12月4日　募集2：（前年度実績） 2019年1月30日-2月4日　募集3：（前年度実績）2019年8月20日-28日
First round : （Last year’s date） Nov. 27 - Dec. 4, 2018　Second round : （Last year’s date） Jun. 30 - Feb. 4, 2019　Third round :  （Last year’s date） Aug. 20 - 28, 2019

―

合格発表日
Date of Result

2020年3月8日
Mar. 8, 2020

2019年9月11日
Sep. 11, 2019

2019年
8月8日
Aug. 8, 2019

2019年
9月11日
Sep. 11, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年9月11日　募集2：（前年度実績） 2018年12月19日　募集3：（前年度実績） 2019年3月7日
First round : Sep. 11, 2019　Second round : （Last year’s date） Dec. 19, 2018　Third round : （Last year’s date） Mar. 7, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年12月19日　募集2：（前年度実績） 2019年3月7日　募集3：（前年度実績） 2019年9月11日
First round : （Last year’s date） Dec. 19, 2018　Second round : （Last year’s date） Mar. 7, 2019　Third round :  （Last year’s date） Sep. 11, 2019

―

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 fi nd 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
Required 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

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

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 Referred EJU 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019 ― ― ―

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 : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, photo, written approval 
from the head of institution (only for those who are employed), Certifi cate of Residence: An applicant who 
resides in Japan must submit a copy of the “Certifi cate of Residence” issued within 30 days by a local 

administration offi  ce in Japan or copies of both sides of the “Residence Card” issued by a Municipal  Offi  ce.

■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（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few 若干名 a few 4 5 6 6 6 非公開 Not Available
受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 6 1 0 4 1 0 0 1 2 0 0 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Graduate】 14
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 0 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Gradyate】 14

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】 募集1：2019年6月中旬　募集2：2019年10月下旬　募集3：2019年12月下旬
First round : middle of June, 2019　Second round : Late October, 2019　Third round : Late December, 2019

【10月入学　October Entry】 募集1：2019年10月下旬　募集2：2019年12月下旬　募集3：2020年6月中旬
First round : Late October, 2019　Second round : Late December, 2019　Third round : middle of June, 2020

【4月入学　April Entry・10月入学　October Entry】 
国内居住者：12月下旬　国外居住者：9月下旬

Resident of Japan：Late December　Non-Resident of Japan：Late 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 offi  ce for free.

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

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

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

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

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

Please contact the faculty offi  ce 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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月、10月（化学専攻）
April, October （Department of Chemistry）

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

2019年6月17日まで
By Jun. 17, 2019

2019年
7月1日まで
By Jul. 1, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月1日まで　募集2：（前年度実績） 2018年10月22日まで　募集3：（前年度実績） 2018年12月25日まで
First round : By Jul. 1, 2019　Second round : （Last year’s term） By Oct. 22, 2018　Third round : （Last year’s term） By Dec. 25, 2018

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年10月22日まで　募集2：（前年度実績） 2018年12月25日まで　募集3：（前年度実績）2019年7月1日まで
First round : （Last year’s term） By Oct. 22, 2018　Second round : （Last year’s term） By Dec. 25, 2018　Third round : （Last year’s term） By Jul. 1, 2019

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月中旬（前年度実績：2019年1月15日）
Middle of January 2020 （Last year’s date：Jan. 15, 2019）

2019年7月2日
Jul. 2, 2019

2019年
7月23日
Jul. 23, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月16日　募集2：（前年度実績） 2018年11月5日　募集3：（前年度実績） 2019年1月8日
First round : Jul. 16, 2019　Second round : （Last year’s date） Nov. 5, 2018　Third round : （Last year’s date） Jan. 8, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年11月5日　募集2：（前年度実績） 2018年1月8日　募集3：（前年度実績）2019年7月16日
First round : （Last year’s date） Nov. 5, 2018　Second round : （Last year’s date） Jan. 8, 2018　Third round : （Last year’s date） Jul.16, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月25日　国外居住者：（前年度実績）2018年
11月5日　Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 25, 2019　 Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 5, 2018
【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年8月19日　国外居住者：（前年度実績）2019
年5月15日　Resident of Japan：（Last year’s date）Aug.19, 2019　 Non-Resident of Japan：（Last year’s date）May 15, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年1月中旬（前年度実績：2019年1月18日）
Middle of January 2020 （Last year’s date：Jan. 18, 2019）

2019年7月5日
Jul. 5, 2019

2019年
7月26日
Jul. 26, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月19日　募集2：（前年度実績） 2018年11月8日　募集3：（前年度実績） 2019年1月10日
First round : Jul. 19, 2019　Second round : （Last year’s date） Nov. 8, 2018　Third round : （Last year’s date） Jan. 10, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年11月8日　募集2：（前年度実績） 2019年1月10日　募集3：（前年度実績）2019年7月19日
First round : （Last year’s date） Nov. 8, 2018　Second round : （Last year’s date） Jan. 10, 2019　Third round : （Last year’s date） Jul. 19, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月27日　国外居住者：（前年度実績）2018年
11月8日　Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 27, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 8, 2018
【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年8月21日　国外居住者：（前年度実績）2019
年5月17日　Resident of Japan：（Last year’s date）Aug.21, 2019　 Non-Resident of Japan：（Last year’s date）May 17, 2019

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

2019年
8月20日-21日
Aug. 20-21, 2019

2019年
8月21日-22日
Aug. 21-22, 2019

2019年
8月26日-27日
Aug. 26-27, 2019

2019年
8月3日-4日
Aug. 3-4, 2019

2019年
8月28日-29日
Aug. 28-29, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年8月20日-28日　募集2：（前年度実績） 2018年11月27日-12月4日　募集3：（前年度実績） 2019年1月30日-2月4日
First round : Aug. 20 - Aug. 28, 2019　Second round : （Last year’s date） Nov. 27 - Dec. 4, 2018　Third round : （Last year’s date） Jun. 30 - Feb. 4, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年11月27日-12月4日　募集2：（前年度実績） 2019年1月30日-2月4日　募集3：（前年度実績）2019年8月20日-28日
First round : （Last year’s date） Nov. 27 - Dec. 4, 2018　Second round : （Last year’s date） Jun. 30 - Feb. 4, 2019　Third round :  （Last year’s date） Aug. 20 - 28, 2019

―

合格発表日
Date of Result

2020年3月8日
Mar. 8, 2020

2019年9月11日
Sep. 11, 2019

2019年
8月8日
Aug. 8, 2019

2019年
9月11日
Sep. 11, 2019

【4月入学　April Entry】募集1：2019年9月11日　募集2：（前年度実績） 2018年12月19日　募集3：（前年度実績） 2019年3月7日
First round : Sep. 11, 2019　Second round : （Last year’s date） Dec. 19, 2018　Third round : （Last year’s date） Mar. 7, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：（前年度実績） 2018年12月19日　募集2：（前年度実績） 2019年3月7日　募集3：（前年度実績） 2019年9月11日
First round : （Last year’s date） Dec. 19, 2018　Second round : （Last year’s date） Mar. 7, 2019　Third round :  （Last year’s date） Sep. 11, 2019

―

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 fi nd 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
Required 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

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

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 Referred EJU 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019 ― ― ―

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 : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, photo, written approval 
from the head of institution (only for those who are employed), Certifi cate of Residence: An applicant who 
resides in Japan must submit a copy of the “Certifi cate of Residence” issued within 30 days by a local 

administration offi  ce in Japan or copies of both sides of the “Residence Card” issued by a Municipal  Offi  ce.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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専攻
Biomedical Sciences

医科学専攻
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 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
None

無
Not Available

有
Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 0 非公開

Not Available
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（2018年度）
Applicants （AY 2018） 1 1 0

（一般入試で外国人2名が受験） 16 ― 【医学部保健学科　Undergraduate （Health Sciences）】
0

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 0 0 0

（一般入試で外国人2名が合格） 13 ― 【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月中旬
Middle of May

7月中旬
Middle of July

4月中旬
Middle of April

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 offi  ce for free.

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

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

HPからダウンロード
Please download from the Graduate school website.

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

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

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

offi  ce for details.

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

faculty offi  ce for details.

―
切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る

Send a self-addressed stamped envelope （24×33.2cm） to the faculty. 
Please contact the faculty offi  ce for details.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce. ― 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 offi  ce.

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（身分証明書が必要）

Available at the faculty offi  ce （an ID is required）
事務室で閲覧（身分証明書が必要）

Available at the faculty offi  ce （an ID is required） ― 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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

Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月、10月
April, October

4月
April

10月
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

2019年12月15日まで
By Dec. 15, 2019

2019年12月20日まで
By Dec. 20, 2019

募集1：2019年5月31日まで First round : By May 31, 2019
募集2：2019年11月8日まで Second round : By Nov. 8, 2019

2019年8月23日まで
By Aug. 23, 2019

2019年5月17日まで
By May 17, 2019 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月28日
Jan. 28, 2020

募集1：2019年6月12日 First round : Jun. 12, 2019
募集2：2019年11月27日 Second round : Nov. 27, 2019

2019年9月18日
Sep. 18, 2019

2019年6月3日
Jun. 3, 2019

入学月の前々月20日まで
By the 20th day of two months prior to enrollment

国内居住者：入学月の前々月末まで
Resident of Japan：By the month end, two 

months prior to enrollment
国外居住者　Non-Resident of Japan：

【4月入学　April Entry】11月30日まで　By Nov. 30
【10月入学　October Entry】5月31日まで　By May 31

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

募集1：2019年6月19日 First round : Jun. 19, 2019
募集2：2019年12月4日 Second round : Dec. 4, 2019

2019年9月26日
Sep. 26, 2019

2019年6月7日
Jun. 7, 2019

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

募集1：2019年7月23日 First round : Jul. 23, 2019
募集2：2020年1月21日 Second round : Jan. 21, 2020

2019年10月19日
Oct. 19, 2019 － ―

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

募集1：2019年8月28日 First round : Aug. 28, 2019
募集2：2020年2月17日 Second round : Feb. 17, 2020

2019年11月29日
Nov. 29, 2019

2019年7月24日
Jul. 24, 2019 ―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無　Not Available 無　Not Available 無　Not Available 有　Available 有　Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可　Available 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 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 fi nd the professor/
supervisor in advance.

1外国語（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 fi nd the professor/

supervisor in advance.

1試問
Inteview

2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 fi nd 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 : application form, resume, health certifi cate, graduation （completion） certifi cate, 
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
Required 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 fi nd 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

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 Referred EJU 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019 ― ― ― ―

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

課さない
None

備考 Others ― ― ― ― ― ―

■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専攻
Biomedical Sciences

医科学専攻
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 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
None

無
Not Available

有
Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 0 非公開

Not Available
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（2018年度）
Applicants （AY 2018） 1 1 0

（一般入試で外国人2名が受験） 16 ― 【医学部保健学科　Undergraduate （Health Sciences）】
0

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 0 0 0

（一般入試で外国人2名が合格） 13 ― 【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月中旬
Middle of May

7月中旬
Middle of July

4月中旬
Middle of April

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 offi  ce for free.

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

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

HPからダウンロード
Please download from the Graduate school website.

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

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

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

offi  ce for details.

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

faculty offi  ce for details.

―
切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る

Send a self-addressed stamped envelope （24×33.2cm） to the faculty. 
Please contact the faculty offi  ce for details.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce. ― 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 offi  ce.

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（身分証明書が必要）

Available at the faculty offi  ce （an ID is required）
事務室で閲覧（身分証明書が必要）

Available at the faculty offi  ce （an ID is required） ― 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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

Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月、10月
April, October

4月
April

10月
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

2019年12月15日まで
By Dec. 15, 2019

2019年12月20日まで
By Dec. 20, 2019

募集1：2019年5月31日まで First round : By May 31, 2019
募集2：2019年11月8日まで Second round : By Nov. 8, 2019

2019年8月23日まで
By Aug. 23, 2019

2019年5月17日まで
By May 17, 2019 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月28日
Jan. 28, 2020

募集1：2019年6月12日 First round : Jun. 12, 2019
募集2：2019年11月27日 Second round : Nov. 27, 2019

2019年9月18日
Sep. 18, 2019

2019年6月3日
Jun. 3, 2019

入学月の前々月20日まで
By the 20th day of two months prior to enrollment

国内居住者：入学月の前々月末まで
Resident of Japan：By the month end, two 

months prior to enrollment
国外居住者　Non-Resident of Japan：

【4月入学　April Entry】11月30日まで　By Nov. 30
【10月入学　October Entry】5月31日まで　By May 31

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

募集1：2019年6月19日 First round : Jun. 19, 2019
募集2：2019年12月4日 Second round : Dec. 4, 2019

2019年9月26日
Sep. 26, 2019

2019年6月7日
Jun. 7, 2019

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

募集1：2019年7月23日 First round : Jul. 23, 2019
募集2：2020年1月21日 Second round : Jan. 21, 2020

2019年10月19日
Oct. 19, 2019 － ―

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

募集1：2019年8月28日 First round : Aug. 28, 2019
募集2：2020年2月17日 Second round : Feb. 17, 2020

2019年11月29日
Nov. 29, 2019

2019年7月24日
Jul. 24, 2019 ―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無　Not Available 無　Not Available 無　Not Available 有　Available 有　Available

海外からの直接出願 Application from outside Japan 可　Available 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 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 fi nd the professor/
supervisor in advance.

1外国語（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 fi nd the professor/

supervisor in advance.

1試問
Inteview

2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 fi nd 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 : application form, resume, health certifi cate, graduation （completion） certifi cate, 
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
Required 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 fi nd 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

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 Referred EJU 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019 ― ― ― ―

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

課さない
None

備考 Others ― ― ― ― ― ―
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few

非公開
Not Available

前年度受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 10 2 12

前年度合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 2 2 12

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月上旬
Early June

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 offi  ce for free.

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

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

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

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

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

offi  ce for details.研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.ams.kobe-u.ac.jp/applicant/

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

▶ http://www.ams.kobe-u.ac.jp/applicant/

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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.offi  ce.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 offi  ce （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 offi  ce （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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

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

2019年6月21日まで
By Jun. 21, 2019

2019年9月6日まで
By Sep. 6, 2019 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2019年7月9日
Jul. 9, 2019

2019年10月1日
Oct. 1, 2019

国内居住者：入学月の前々月末まで
Resident of Japan：By the month end, two months prior to enrollment

国外居住者　Non-Resident of Japan：
【4月入学　April Entry】11月21日まで　By Nov. 21
【10月入学　October Entry】5月23日まで　By May 23出願期間終了日

Deadline of Application
2019年7月12日

Jul. 12, 2019
2019年10月4日

Oct. 4, 2019

試験日
Date of Examination

2019年8月30日
Aug. 30, 2019

2019年11月27日
Nov. 27, 2019 ―

合格発表日
Date of Result

2019年9月13日
Sep. 13, 2019

2019年12月20日
Dec. 20, 2019 ―

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 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 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 : application form, resume, health certifi cate, graduation （completion） certifi cate, foreign 
regident registration certifi cate, 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 fi nd 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
Referred 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 ― ― ―

■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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few

非公開
Not Available

前年度受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 10 2 12

前年度合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 2 2 12

願書配布時期
Distribution of Application Forms

6月上旬
Early June

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 offi  ce for free.

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

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

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

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

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

offi  ce for details.研究科HP参照
Please refer to the graduate school website.

▶ http://www.ams.kobe-u.ac.jp/applicant/

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

▶ http://www.ams.kobe-u.ac.jp/applicant/

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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.offi  ce.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 offi  ce （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 offi  ce （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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

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

2019年6月21日まで
By Jun. 21, 2019

2019年9月6日まで
By Sep. 6, 2019 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2019年7月9日
Jul. 9, 2019

2019年10月1日
Oct. 1, 2019

国内居住者：入学月の前々月末まで
Resident of Japan：By the month end, two months prior to enrollment

国外居住者　Non-Resident of Japan：
【4月入学　April Entry】11月21日まで　By Nov. 21
【10月入学　October Entry】5月23日まで　By May 23出願期間終了日

Deadline of Application
2019年7月12日

Jul. 12, 2019
2019年10月4日

Oct. 4, 2019

試験日
Date of Examination

2019年8月30日
Aug. 30, 2019

2019年11月27日
Nov. 27, 2019 ―

合格発表日
Date of Result

2019年9月13日
Sep. 13, 2019

2019年12月20日
Dec. 20, 2019 ―

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 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 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 : application form, resume, health certifi cate, graduation （completion） certifi cate, foreign 
regident registration certifi cate, 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 fi nd 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
Referred 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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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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 Electronic 

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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 13

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 0

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 offi  ce for free.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

学部HP参照
Please refer to the faculty website.

▶ http://www.eng.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/bachelor/gaikokujintokubetu.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 offi  ce.

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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

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

2020年1月上旬（前年度実績：2019年1月9日）
Early January, 2020 (Last year's date：Jan. 9, 2019)

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月下旬（前年度実績：2019年1月28日）
Late January, 2020 (Last year’s date： Jan. 28, 2019)

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月上旬（前年度実績：2019年2月6日）
Early February, 2020 （Last year’s date：Feb. 6, 2019)

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

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 Referred EJU 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019

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】 1
【大学院　Graduate】 39
【学部　Undergraduate】 1
【大学院　Graduate】 37

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 offi  ce for free.

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

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

▶ http://www.eng.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/researcher/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 offi  ce.

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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

4月、10月 April, October

―

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月5日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月6日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 5, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 6, 2018

【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年7月30日　国外居住者：（前年度実績）2019年6月4日
Resident of Japan：（Last year’s date）Jul. 30, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 4, 2019

【4月入学　April Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年2月8日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月9日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 8, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Nov. 9, 2018

【10月入学　October Entry】国内居住者：（前年度実績）2019年8月2日　国外居住者：（前年度実績）2019年6月7日
Resident of Japan：（Last year’s date）Aug. 2, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 7, 2019

―

―

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
Required 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、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、住民票が必要です。
Required : application form, resume, graduation （completion） certifi cate, transcript, photos of the applicant, and Certifi cate of Residence.

■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 Electronic 

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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 13

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 0

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 offi  ce for free.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

学部HP参照
Please refer to the faculty website.

▶ http://www.eng.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/bachelor/gaikokujintokubetu.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 offi  ce.

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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

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

2020年1月上旬（前年度実績：2019年1月9日）
Early January, 2020 (Last year's date：Jan. 9, 2019)

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月下旬（前年度実績：2019年1月28日）
Late January, 2020 (Last year’s date： Jan. 28, 2019)

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月上旬（前年度実績：2019年2月6日）
Early February, 2020 （Last year’s date：Feb. 6, 2019)

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

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 Referred EJU 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019

英語試験
English Examination

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

備考
Others ―

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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 Electronic 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 (Doctoral Course)

無
Not Available

若干名
a few

11 8 5 10 10

11 8 5 10 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 offi  ce for free.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.eng.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/doctor/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 offi  ce.

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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

4月、10月
April, October

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年6月20日まで By Jun. 20, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年10月12日まで （Last year’s term）By Oct. 12, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2018年12月7日まで （Last year’s term）By Dec. 7, 2018

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年7月23日 Jul. 23, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年11月5日 （Last year’s date）Nov. 5, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年1月7日 （Last year’s date）Jan. 7, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年7月26日 Jul. 26, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年11月8日 （Last year’s date）Nov. 8, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年1月10日 （Last year’s date）Jan. 10, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年8月29日 Aug. 29, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年12月5日 （Last year’s date）Dec. 5, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年2月1日 （Last year’s date）Feb. 1, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年9月11日 Sep. 11, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年12月18日 （Last year’s date）Dec. 18, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年2月12日 （Last year’s date）Feb. 12, 2019

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
Required 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 Electronic 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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 21 8 3 6 5

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 6 6 2 2 5

願書配布時期
Distribution of Application Forms

募集1：4月下旬　First round : Late April
募集2：11月下旬　Second round : 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 offi  ce for free.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.eng.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/master/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 offi  ce.

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.offi  ce.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020） 4月 April

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

募集1：2019年6月20日まで　First round : By Jun. 20, 2019
募集2：（前年度実績）2018年12月6日まで　Second round : （Last year’s term） By Dec. 6, 2018

出願期間開始日
Starting Date of Application

募集1：2019年7月23日　First round : Jul. 23, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月7日　Second round : （Last year’s date） Jan. 7, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

募集1：2019年7月26日　First round : Jul. 26, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月10日　Second round : （Last year’s date） Jan. 10, 2019

試験日
Date of Examination

募集1：2019年8月26-27日　First round : Aug. 26-27, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月29-30日　Second round : （Last year’s date） Jan. 29-30, 2019

合格発表日
Date of Result

募集1：2019年9月11日　First round : Sep. 11, 2019
募集2：（前年度実績）2019年2月12日　Second round : （Last year’s date） Feb. 12, 2019

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 fi nd 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 fi nd 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
Referred EJU ―

英語試験
English Examination 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 ―

■工学部・工学研究科 Engineering

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 Electronic 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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 21 8 3 6 5

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 6 6 2 2 5

願書配布時期
Distribution of Application Forms

募集1：4月下旬　First round : Late April
募集2：11月下旬　Second round : 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 offi  ce for free.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.eng.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/master/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 offi  ce.

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.offi  ce.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020） 4月 April

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

募集1：2019年6月20日まで　First round : By Jun. 20, 2019
募集2：（前年度実績）2018年12月6日まで　Second round : （Last year’s term） By Dec. 6, 2018

出願期間開始日
Starting Date of Application

募集1：2019年7月23日　First round : Jul. 23, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月7日　Second round : （Last year’s date） Jan. 7, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

募集1：2019年7月26日　First round : Jul. 26, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月10日　Second round : （Last year’s date） Jan. 10, 2019

試験日
Date of Examination

募集1：2019年8月26-27日　First round : Aug. 26-27, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月29-30日　Second round : （Last year’s date） Jan. 29-30, 2019

合格発表日
Date of Result

募集1：2019年9月11日　First round : Sep. 11, 2019
募集2：（前年度実績）2019年2月12日　Second round : （Last year’s date） Feb. 12, 2019

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 fi nd 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 fi nd 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
Referred EJU ―

英語試験
English Examination 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 ―

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few 若干名 a few 非公開 Not Available
受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 3 6 4 2 1 4 8
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 1 3 2 2 1 3 8

願書配布時期
Distribution of Application Forms

募集1：4月下旬　First round : Late April
募集2：11月下旬　Second round : 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free.

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

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

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

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.offi  ce.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.offi  ce.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.offi  ce.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/csi/researcher/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 offi  ce. 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 offi  ce. 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 offi  ce.

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.offi  ce.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

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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 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

募集1：2019年6月20日まで　First round : By Jun. 20, 2019
募集2：（前年度実績）2018年12月6日まで　Second round : （Last year’s term）By Dec. 6, 2018

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年6月20日まで By Jun. 20, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年10月12日まで （Last year’s term）By Oct. 12, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2018年12月7日まで （Last year’s term）By Dec. 7, 2018

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

募集1：2019年7月23日　First round : Jul. 23, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月7日　Second round : （Last year’s date）Jan. 7, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年7月23日 Jul. 23, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年11月5日 （Last year’s date）Nov. 5, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年1月7日 （Last year’s date）Jan. 7, 2019

【4月入学　April Entry】　国内居住者：（前年度実績）2019年2月
5日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月6日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 5, 2019　Non-Resident of Japan：
（Last year’s date）Nov. 6, 2018
【10月入学　October Entry】　国内居住者：（前年度実績）2019年7月30
日　国外居住者：（前年度実績）2019年6月4日　Resident of Japan：（Last 
year’s date）Jul. 30, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 4, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

募集1：2019年7月26日　First round : Jul. 26, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月10日　Second round : （Last year’s date）Jan. 10, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年7月26日 Jul. 26, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年11月8日 （Last year’s date）Nov. 8, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年1月10日 （Last year’s date）Jan. 10, 2019

【4月入学　April Entry】　国内居住者：（前年度実績）2019年2月
8日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月9日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 8, 2019　Non-Resident of Japan：
（Last year’s date）Nov. 9, 2018
【10月入学　October Entry】　国内居住者：（前年度実績）2019年8月2
日　国外居住者：（前年度実績）2019年6月7日　Resident of Japan：（Last 
year’s date）Aug. 2, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 7, 2019

試験日
Date of Examination

募集1：2019年8月26-27日　First round : Aug. 26-27, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月29-30日　Second round : （Last year’s date）Jan. 29-30, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年8月29日 Aug. 29, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年12月5日 （Last year’s date）Dec. 5, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年2月1日 （Last year’s date）Feb. 1, 2019

―

合格発表日
Date of Result

募集1：2019年9月11日　First round : Sep. 11, 2019
募集2：（前年度実績）2019年2月12日　Second round : （Last year’s date）Feb. 12, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年9月11日 Sep. 11, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年12月18日 （Last year’s date）Dec. 18, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年2月12日 （Last year’s date）Feb. 12, 2019

―

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口述試験 Oral Exam

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 fi nd 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
Required 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
Required 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 Referred 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、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、
住民票が必要です。

Required : application form, resume, graduation （completion） certifi cate, 
transcript, photo and Certifi cate of Residence.

■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（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few 若干名 a few 非公開 Not Available
受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 3 6 4 2 1 4 8
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 1 3 2 2 1 3 8

願書配布時期
Distribution of Application Forms

募集1：4月下旬　First round : Late April
募集2：11月下旬　Second round : 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free.

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

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

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

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.offi  ce.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.offi  ce.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.offi  ce.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/csi/researcher/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 offi  ce. 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 offi  ce. 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 offi  ce.

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.offi  ce.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

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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 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

募集1：2019年6月20日まで　First round : By Jun. 20, 2019
募集2：（前年度実績）2018年12月6日まで　Second round : （Last year’s term）By Dec. 6, 2018

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年6月20日まで By Jun. 20, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年10月12日まで （Last year’s term）By Oct. 12, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2018年12月7日まで （Last year’s term）By Dec. 7, 2018

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

募集1：2019年7月23日　First round : Jul. 23, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月7日　Second round : （Last year’s date）Jan. 7, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年7月23日 Jul. 23, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年11月5日 （Last year’s date）Nov. 5, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年1月7日 （Last year’s date）Jan. 7, 2019

【4月入学　April Entry】　国内居住者：（前年度実績）2019年2月
5日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月6日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 5, 2019　Non-Resident of Japan：
（Last year’s date）Nov. 6, 2018
【10月入学　October Entry】　国内居住者：（前年度実績）2019年7月30
日　国外居住者：（前年度実績）2019年6月4日　Resident of Japan：（Last 
year’s date）Jul. 30, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 4, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

募集1：2019年7月26日　First round : Jul. 26, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月10日　Second round : （Last year’s date）Jan. 10, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年7月26日 Jul. 26, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年11月8日 （Last year’s date）Nov. 8, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年1月10日 （Last year’s date）Jan. 10, 2019

【4月入学　April Entry】　国内居住者：（前年度実績）2019年2月
8日　国外居住者：（前年度実績）2018年11月9日
Resident of Japan：（Last year’s date）Feb. 8, 2019　Non-Resident of Japan：
（Last year’s date）Nov. 9, 2018
【10月入学　October Entry】　国内居住者：（前年度実績）2019年8月2
日　国外居住者：（前年度実績）2019年6月7日　Resident of Japan：（Last 
year’s date）Aug. 2, 2019　Non-Resident of Japan：（Last year’s date）Jun. 7, 2019

試験日
Date of Examination

募集1：2019年8月26-27日　First round : Aug. 26-27, 2019
募集2：（前年度実績）2019年1月29-30日　Second round : （Last year’s date）Jan. 29-30, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年8月29日 Aug. 29, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年12月5日 （Last year’s date）Dec. 5, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年2月1日 （Last year’s date）Feb. 1, 2019

―

合格発表日
Date of Result

募集1：2019年9月11日　First round : Sep. 11, 2019
募集2：（前年度実績）2019年2月12日　Second round : （Last year’s date）Feb. 12, 2019

【8月入試　Entrance Examination held in Aug.】2019年9月11日 Sep. 11, 2019
【12月入試　Entrance Examination held in Dec.】（前年度実績）2018年12月18日 （Last year’s date）Dec. 18, 2018
【2月入試　Entrance Examination held in Feb.】（前年度実績）2019年2月12日 （Last year’s date）Feb. 12, 2019

―

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口述試験 Oral Exam

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 fi nd 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
Required 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
Required 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 Referred 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、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真、
住民票が必要です。

Required : application form, resume, graduation （completion） certifi cate, 
transcript, photo and Certifi cate of Residence.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

学部 Undergraduate Program 博士前期課程 Master’s Degree Program 博士前期課程（グローバルマスターコース） Master’s Degree Program（Global Graduate Program）

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
Bioresource 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
Bioresource 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
Bioresource Science

生命機能科学専攻
Agrobioscience

学位の種類 Degree Awarded 学士（農学） Bachelor of Agriculture 修士（農学） Master of Agriculture 修士（農学） Master of Agriculture

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（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few 若干名 a few 若干名 a few

受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 2 6 1 2 2 4 1
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 0 6 1 1 2 4 1

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Beginning of December

2019年9月初旬
Early September, 2019

【4月入学　April Entry】
2019年8月初旬 Early August, 2019
【10月入学　October Entry】

2019年8月初旬 Early August, 2019

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

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

▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/english/nougakubu/admin.html

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce 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

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce （an ID is required）．

書類審査及びインタビューのため過去問題閲覧なし
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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Japanese ability is not required.

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 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

2019年9月26日-10月2日
Sep. 26,2019 -Oct. 2, 2019

無
Not Available

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

2019年11月11日
Nov. 11, 2019 ―

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

2019年11月15日
Nov. 15, 2019

【4月入学　April Entry】
2019年11月8日 Nov. 8, 2019
【10月入学　October Entry】
2020年5月8日 May 8, 2020

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

2019年12月3日
Dec. 3, 2019 ―

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

2019年12月24日
Dec. 24, 2019

【4月入学　April Entry】
2019年12月中旬 Middle of December, 2019

【10月入学　October Entry】
2020年6月中旬 Middle of June, 2020

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数学 Mathematics　

3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）　
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 fi nd the professor/supervisor in advance.

1書類審査 
Application Document Screening
2インタビュー Intervieｗ

※指導教員の承認が必要
Required 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

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese ― ―
参照する試験 Referred EJU 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019 ― ―

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

備考
Others ― ―

提出書類：TOEFL-iBT又はIELTSの写真入り公式スコア証明書
（出願月からさかのぼって2年以内に受験したものに限る）

Required Documents: Either TOEFL-iBT Offi  cial Score Report or IELTS Test Report Form 
（must include your photo）dated within 24 months of your application.

■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 博士前期課程（グローバルマスターコース） Master’s Degree Program（Global Graduate Program）

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
Bioresource 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
Bioresource 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
Bioresource Science

生命機能科学専攻
Agrobioscience

学位の種類 Degree Awarded 学士（農学） Bachelor of Agriculture 修士（農学） Master of Agriculture 修士（農学） Master of Agriculture

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（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 若干名 a few 若干名 a few 若干名 a few

受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 2 6 1 2 2 4 1
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 0 6 1 1 2 4 1

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Beginning of December

2019年9月初旬
Early September, 2019

【4月入学　April Entry】
2019年8月初旬 Early August, 2019
【10月入学　October Entry】

2019年8月初旬 Early August, 2019

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

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

▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/english/nougakubu/admin.html

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce 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

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce （an ID is required）．

書類審査及びインタビューのため過去問題閲覧なし
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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Japanese ability is not required.

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 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

2019年9月26日-10月2日
Sep. 26,2019 -Oct. 2, 2019

無
Not Available

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

2019年11月11日
Nov. 11, 2019 ―

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

2019年11月15日
Nov. 15, 2019

【4月入学　April Entry】
2019年11月8日 Nov. 8, 2019
【10月入学　October Entry】
2020年5月8日 May 8, 2020

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

2019年12月3日
Dec. 3, 2019 ―

合格発表日
Date of Result

2020年3月9日
Mar. 9, 2020

2019年12月24日
Dec. 24, 2019

【4月入学　April Entry】
2019年12月中旬 Middle of December, 2019

【10月入学　October Entry】
2020年6月中旬 Middle of June, 2020

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数学 Mathematics　

3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）　
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 fi nd the professor/supervisor in advance.

1書類審査 
Application Document Screening
2インタビュー Intervieｗ

※指導教員の承認が必要
Required 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

出題言語 Language in EJU 日本語 Japanese ― ―
参照する試験 Referred EJU 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019 ― ―

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

備考
Others ― ―

提出書類：TOEFL-iBT又はIELTSの写真入り公式スコア証明書
（出願月からさかのぼって2年以内に受験したものに限る）

Required Documents: Either TOEFL-iBT Offi  cial Score Report or IELTS Test Report Form 
（must include your photo）dated within 24 months of your application.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

博士後期課程 Doctoral Program 博士後期課程（グローバルドクターコース） Doctoral Program（Global Graduate Program） 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

食料共生システム学専攻
Agricultural Engineering and Socio-Economics

資源生命科学専攻
Bioresource 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
Bioresource 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 博士（学術）または博士（農学） Doctor of Philosophy / Doctor of Philosophy in Agricultural Science 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 無 Not Available 有 Available ―

募集定員（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 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（2018年度）Applicants （AY 2018） 4 4 9 ― ― ― 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Graduate】 13
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 4 4 9 ― ― ― 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Graduate】 12

願書配布時期
Distribution of Application Forms

【4月入学　April Entry】募集1：2019年5月末　募集2：2019年9月中旬　募集3：2019年12月中旬
First round : The end of May, 2019 Second round : Middle of September, 2019 Third round : Middle of December, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：2019年9月中旬　募集2：2019年12月中旬
First round : Middle of September, 2019 Second round : Middle of December, 2019

【4月入学　April Entry】
2019年8月初旬 Early August, 2019
【10月入学　October Entry】

2019年 8月初旬 Early August, 2019

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 offi  ce for free.

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

▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/english/nougakubu/admin.html

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

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

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

offi  ce for details.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査及びインタビュー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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Japanese ability is not required.

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

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 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

【4月入学　April Entry】募集1：2019年6月5日まで　募集2：2019年10月2日まで　募集3：2020年1月17日まで
First round : By Jun. 5, 2019 Second round : By Oct. 2, 2019 Third round : By Jan. 17, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年10月2日まで　募集2：2020年1月17日まで
First round :  By Oct. 2, 2019 Second round : By Jan. 17, 2020

無
Not Available ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月8日　募集2：2019年11月11日　募集3：2020年2月17日
First round : Jul. 8, 2019 Second round : Nov 11, 2019 Third round : Feb. 17, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年11月11 日　募集2：2020年2月17日
First round : Nov. 11, 2019 Second round : Feb. 17, 2020

―
【4月入学　April Entry】国内居住者：2020年2月17日　国外居住者：2019年11月11日

Resident of Japan：Feb. 17, 2020　Non-Resident of Japan: Nov. 11, 2019

【10月入学　October Entry】国内居住者：2020年8月17日　国外居住者：2020年5月11日
Resident of Japan：Aug. 17, 2020　Non-Resident of Japan: May 11, 2020

出願期間終了日
Deadline of Application

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月12日　募集2：2019年11月15日　募集3：2020年2月21日
First round : Jul. 12, 2019 Second round : Nov 15, 2019 Third round : Feb. 21, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年11月15日　募集2：2020年2月21日
First round : Nov. 15, 2019 Second round : Feb. 21, 2020

【4月入学　April Entry】
2019年11月8日 Nov. 8, 2019
【10月入学　October Entry】
2020年5月8日 May 8, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：2020年2月21日　国外居住者：2019年11月22日
Resident of Japan：Feb. 21, 2020　Non-Resident of Japan: Nov. 22, 2019

【10月入学　October Entry】国内居住者：2020年8月21日　国外居住者：2020年5月22日
Resident of Japan：Aug. 21, 2020　Non-Resident of Japan: May 22, 2020

試験日
Date of Examination

【4月入学　April Entry】募集1：2019年8月22日　募集2：2019年12月4日　募集3：2020年3月13日
First round : Aug. 22, 2019 Second round : Dec. 4, 2019 Third round : Mar. 13, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年12月4日　募集2：2020年3月13日
First round : Dec. 4, 2019 Second round : Mar. 13, 2020

― ―

合格発表日
Date of Result

【4月入学　April Entry】募集1：2019年9月10日　募集2：2019年12月24日　募集3：2020年3月23 日
First round : Sep. 10, 2019 Second round : Dec. 24, 2019 Third round : Mar. 23, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年12月24日　募集2：2020年3月23日
First round : Dec. 24, 2019 Second round : Mar. 23, 2020

【4月入学　April Entry】
2019年12月中旬 Middle of December, 2019

【10月入学　October Entry】
2020年6月中旬 Middle of June, 2020

―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無 Not Available 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 要 Necessary 不要 Not Necessary 不要 Not Necessary

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

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
Required to obtain the approval from the professor/supervisor in advance.

1書類審査 Application Document Screening
2インタビュー Interview

※指導教員の承認が必要
Required 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
Required to obtain the 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 Referred EJU ― ― ―

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

備考
Others ―

提出書類：TOEFL-iBT又はIELTSの写真入り公式スコア証明書
（出願月からさかのぼって2年以内に受験したものに限る）

Required Documents: Either TOEFL-iBT Offi  cial Score Report or IELTS Test Report Form （must 
include your photo）dated within 24 months of your application. 

※2019年10月入学より受入れ開始 ※Admission starts from October 2019

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 : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, Certifi cate of 

Residence, and photos of the applicant.

博士後期課程 Doctoral Program 博士後期課程（グローバルドクターコース） Doctoral Program（Global Graduate Program） 研究生 Research Students

学科／専攻
Divisions

食料共生システム学専攻
Agricultural Engineering and Socio-Economics

資源生命科学専攻
Bioresource 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
Bioresource 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 博士（学術）または博士（農学） Doctor of Philosophy / Doctor of Philosophy in Agricultural Science 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 無 Not Available 有 Available ―

募集定員（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 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（2018年度）Applicants （AY 2018） 4 4 9 ― ― ― 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Graduate】 13
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 4 4 9 ― ― ― 【学部　Undergraduate】 0　【大学院　Graduate】 12

願書配布時期
Distribution of Application Forms

【4月入学　April Entry】募集1：2019年5月末　募集2：2019年9月中旬　募集3：2019年12月中旬
First round : The end of May, 2019 Second round : Middle of September, 2019 Third round : Middle of December, 2019

【10月入学　October Entry】募集1：2019年9月中旬　募集2：2019年12月中旬
First round : Middle of September, 2019 Second round : Middle of December, 2019

【4月入学　April Entry】
2019年8月初旬 Early August, 2019
【10月入学　October Entry】

2019年 8月初旬 Early August, 2019

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 offi  ce for free.

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

▶ http://www.ans.kobe-u.ac.jp/english/nougakubu/admin.html

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

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

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

offi  ce for details.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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

口頭試問のため過去問題閲覧なし
Not Available

書類審査及びインタビュー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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

日本語を必要としない
Japanese ability is not required.

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

入学月（2020年度）Entry （AY2020） 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

【4月入学　April Entry】募集1：2019年6月5日まで　募集2：2019年10月2日まで　募集3：2020年1月17日まで
First round : By Jun. 5, 2019 Second round : By Oct. 2, 2019 Third round : By Jan. 17, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年10月2日まで　募集2：2020年1月17日まで
First round :  By Oct. 2, 2019 Second round : By Jan. 17, 2020

無
Not Available ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月8日　募集2：2019年11月11日　募集3：2020年2月17日
First round : Jul. 8, 2019 Second round : Nov 11, 2019 Third round : Feb. 17, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年11月11 日　募集2：2020年2月17日
First round : Nov. 11, 2019 Second round : Feb. 17, 2020

―
【4月入学　April Entry】国内居住者：2020年2月17日　国外居住者：2019年11月11日

Resident of Japan：Feb. 17, 2020　Non-Resident of Japan: Nov. 11, 2019

【10月入学　October Entry】国内居住者：2020年8月17日　国外居住者：2020年5月11日
Resident of Japan：Aug. 17, 2020　Non-Resident of Japan: May 11, 2020

出願期間終了日
Deadline of Application

【4月入学　April Entry】募集1：2019年7月12日　募集2：2019年11月15日　募集3：2020年2月21日
First round : Jul. 12, 2019 Second round : Nov 15, 2019 Third round : Feb. 21, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年11月15日　募集2：2020年2月21日
First round : Nov. 15, 2019 Second round : Feb. 21, 2020

【4月入学　April Entry】
2019年11月8日 Nov. 8, 2019
【10月入学　October Entry】
2020年5月8日 May 8, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：2020年2月21日　国外居住者：2019年11月22日
Resident of Japan：Feb. 21, 2020　Non-Resident of Japan: Nov. 22, 2019

【10月入学　October Entry】国内居住者：2020年8月21日　国外居住者：2020年5月22日
Resident of Japan：Aug. 21, 2020　Non-Resident of Japan: May 22, 2020

試験日
Date of Examination

【4月入学　April Entry】募集1：2019年8月22日　募集2：2019年12月4日　募集3：2020年3月13日
First round : Aug. 22, 2019 Second round : Dec. 4, 2019 Third round : Mar. 13, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年12月4日　募集2：2020年3月13日
First round : Dec. 4, 2019 Second round : Mar. 13, 2020

― ―

合格発表日
Date of Result

【4月入学　April Entry】募集1：2019年9月10日　募集2：2019年12月24日　募集3：2020年3月23 日
First round : Sep. 10, 2019 Second round : Dec. 24, 2019 Third round : Mar. 23, 2020

【10月入学　October Entry】募集1：2019年12月24日　募集2：2020年3月23日
First round : Dec. 24, 2019 Second round : Mar. 23, 2020

【4月入学　April Entry】
2019年12月中旬 Middle of December, 2019

【10月入学　October Entry】
2020年6月中旬 Middle of June, 2020

―

渡日前入学許可制度 Pre-Arrival Admission 無 Not Available 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 要 Necessary 不要 Not Necessary 不要 Not Necessary

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

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
Required to obtain the approval from the professor/supervisor in advance.

1書類審査 Application Document Screening
2インタビュー Interview

※指導教員の承認が必要
Required 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
Required to obtain the 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 Referred EJU ― ― ―

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

備考
Others ―

提出書類：TOEFL-iBT又はIELTSの写真入り公式スコア証明書
（出願月からさかのぼって2年以内に受験したものに限る）

Required Documents: Either TOEFL-iBT Offi  cial Score Report or IELTS Test Report Form （must 
include your photo）dated within 24 months of your application. 

※2019年10月入学より受入れ開始 ※Admission starts from October 2019

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 : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, Certifi cate of 

Residence, and photos of the applicant.

■農学部・農学研究科 Agriculture/ Agricultural Science

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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

海洋安全システム科学科
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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 11 【学部　Undergraduate】若干名 a few

【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 1 【4月入学　April Entry】 4

【10月入学　October Entry】 3
【4月入学　April Entry】 0
【10月入学　October Entry】 2

【学部　Undergraduate】
【4月入学　April Entry】0 【10月入学　October Entry】 0

【大学院　Graduate】
【4月入学　April Entry】 7 【10月入学　October Entry】 2

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 1 【4月入学　April Entry】 3

【10月入学　October Entry】 3
【4月入学　April Entry】 0
【10月入学　October Entry】 2

【学部　Undergraduate】
【4月入学　April Entry】0 【10月入学　October Entry】 0

【大学院　Graduate】
【4月入学　April Entry】 7【10月入学　October Entry】 2

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

5月下旬
Late May

5月下旬
Late 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 offi  ce for free.

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

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

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

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

大学HP参照
Please refer to the university website.

▶ http://www.offi  ce.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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度） Entry （AY2020） 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

募集1：2019年6月14日まで First round : By Jun. 14, 2019
募集2：2019年10月4日まで Second round : By Oct. 4, 2019

募集1：2019年6月5日まで  First round : By Jun. 5, 2019
募集2：2019年9月30日まで  Second round : By Sep. 30, 2019
募集3：2020年1月6日まで  Third round : By Jan. 6, 2020

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

募集1：2019年7月12日First round : Jul. 12, 2019
募集2：2019年11月1日Second round : Nov. 1, 2019

募集1：2019年7月1日  First round : Jul 1, 2019
募集2：2019年10月21日  Second round : Oct. 21, 2019
募集3：2020年1月14日  Third round : Jan. 14, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：2020年2月10日　国外居住者：2019年11月20日
Resident of Japan：Feb. 10, 2020　Non-Resident of Japan：Nov. 20, 2019
【10月入学　October Entry】国内居住者：2020年8月10日　国外居住者：2020年5月20日
Resident of Japan：Aug. 10, 2020　Non-Resident of Japan：May 20, 2020

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

募集1：2019年7月19日First round : Jul. 19, 2019
募集2：2019年11月8日Second round : Nov. 8, 2019

募集1：2019年7月5日  First round : Jul. 5, 2019
募集2：2019年10月25日  Second round : Oct. 25, 2019
募集3：2020年1月20日  Third round : Jan. 20, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：2020年2月20日　国外居住者：2019年11月29日
Resident of Japan：Feb. 20, 2020　Non-Resident of Japan：Nov. 29, 2019
【10月入学　October Entry】国内居住者：2020年8月25日　国外居住者：2020年5月29日
Resident of Japan：Aug. 25, 2020　Non-Resident of Japan：May 29, 2020

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

募集1：2019年8月19-20日 First round : Aug. 19-20, 2019
募集2：2019年12月9-10日 First round : Dec. 9-10, 2019

募集1：2019年8月29日  First round : Aug. 29, 2019
募集2：2019年12月10日  Second round : Dec. 10, 2019
募集3：2020年2月13日  Third round : Feb. 13, 2020

―

合格発表日
Date of Result

2020年3月上旬（前年度実績：2019年3月8日）
Early March, 2020（Last year’s date：Mar. 8, 2019）

募集1：2019年9月4日 First round : Sep. 4, 2019
募集2：2019年12月20日 First round : Dec. 20, 2019

募集1：2019年9月4日  First round : Sep. 4, 2019
募集2：2019年12月20日  Second round : Dec. 20, 2019
募集3：2020年3月6日  Third round : Mar. 6, 2020

―

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 Certifi cate 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 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019 ― ― ―

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 : application form, resume, graduation （completion） 
certifi cate, transcript, photos of the applicant, and the certifi cate of 

family register or the citizenship of your country.

■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

海洋安全システム科学科
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（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名
a few 11 【学部　Undergraduate】若干名 a few

【大学院　Graduate】若干名 a few

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 1 【4月入学　April Entry】 4

【10月入学　October Entry】 3
【4月入学　April Entry】 0
【10月入学　October Entry】 2

【学部　Undergraduate】
【4月入学　April Entry】0 【10月入学　October Entry】 0

【大学院　Graduate】
【4月入学　April Entry】 7 【10月入学　October Entry】 2

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 1 【4月入学　April Entry】 3

【10月入学　October Entry】 3
【4月入学　April Entry】 0
【10月入学　October Entry】 2

【学部　Undergraduate】
【4月入学　April Entry】0 【10月入学　October Entry】 0

【大学院　Graduate】
【4月入学　April Entry】 7【10月入学　October Entry】 2

願書配布時期
Distribution of Application Forms

12月上旬
Early December

5月下旬
Late May

5月下旬
Late 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 offi  ce for free.

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

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

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

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

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

faculty. Please contact the faculty offi  ce for details.

大学HP参照
Please refer to the university website.

▶ http://www.offi  ce.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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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.offi  ce.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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度） Entry （AY2020） 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

募集1：2019年6月14日まで First round : By Jun. 14, 2019
募集2：2019年10月4日まで Second round : By Oct. 4, 2019

募集1：2019年6月5日まで  First round : By Jun. 5, 2019
募集2：2019年9月30日まで  Second round : By Sep. 30, 2019
募集3：2020年1月6日まで  Third round : By Jan. 6, 2020

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2020年1月27日
Jan. 27, 2020

募集1：2019年7月12日First round : Jul. 12, 2019
募集2：2019年11月1日Second round : Nov. 1, 2019

募集1：2019年7月1日  First round : Jul 1, 2019
募集2：2019年10月21日  Second round : Oct. 21, 2019
募集3：2020年1月14日  Third round : Jan. 14, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：2020年2月10日　国外居住者：2019年11月20日
Resident of Japan：Feb. 10, 2020　Non-Resident of Japan：Nov. 20, 2019
【10月入学　October Entry】国内居住者：2020年8月10日　国外居住者：2020年5月20日
Resident of Japan：Aug. 10, 2020　Non-Resident of Japan：May 20, 2020

出願期間終了日
Deadline of Application

2020年2月5日
Feb. 5, 2020

募集1：2019年7月19日First round : Jul. 19, 2019
募集2：2019年11月8日Second round : Nov. 8, 2019

募集1：2019年7月5日  First round : Jul. 5, 2019
募集2：2019年10月25日  Second round : Oct. 25, 2019
募集3：2020年1月20日  Third round : Jan. 20, 2020

【4月入学　April Entry】国内居住者：2020年2月20日　国外居住者：2019年11月29日
Resident of Japan：Feb. 20, 2020　Non-Resident of Japan：Nov. 29, 2019
【10月入学　October Entry】国内居住者：2020年8月25日　国外居住者：2020年5月29日
Resident of Japan：Aug. 25, 2020　Non-Resident of Japan：May 29, 2020

試験日
Date of Examination

2020年2月25日
Feb. 25, 2020

募集1：2019年8月19-20日 First round : Aug. 19-20, 2019
募集2：2019年12月9-10日 First round : Dec. 9-10, 2019

募集1：2019年8月29日  First round : Aug. 29, 2019
募集2：2019年12月10日  Second round : Dec. 10, 2019
募集3：2020年2月13日  Third round : Feb. 13, 2020

―

合格発表日
Date of Result

2020年3月上旬（前年度実績：2019年3月8日）
Early March, 2020（Last year’s date：Mar. 8, 2019）

募集1：2019年9月4日 First round : Sep. 4, 2019
募集2：2019年12月20日 First round : Dec. 20, 2019

募集1：2019年9月4日  First round : Sep. 4, 2019
募集2：2019年12月20日  Second round : Dec. 20, 2019
募集3：2020年3月6日  Third round : Mar. 6, 2020

―

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 Certifi cate 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 2019年6月以降の試験 The Exams after June 2019 ― ― ―

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 : application form, resume, graduation （completion） 
certifi cate, transcript, photos of the applicant, and the certifi cate of 

family register or the citizenship of your country.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 26 22 22 8 7 8 非公開 Not Available
受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 131 10 5 13 非公開 Not Available
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 94 6 5 10 非公開 Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

日本語コース　Japanese Course　9月実施 Exam in Sep：5月中旬 Middle of May　2月実施 Exam in Feb：5月中旬 Middle of May
英語コース　English Course：（前年度実績）10月中旬 （Last year’s term）Middle of October

日本語コース　Japanese Course：12月実施 Exam in Dec：5月中旬 Middle of May　3月実施 Exam in Mar：5月中旬 Middle of May
英語コース　English Course：（前年度実績）10月中旬 （Last year’s term） Middle of October

【4月入学　April Entry】（前年度実績）10月中旬 
（Last year’s term）Middle of Octoberr
【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 offi  ce for free. ― ―

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelope （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/prospective/index.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/prospective/index.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/prospective/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 offi  ce.

要問い合わせ
Please contact the faculty offi  ce.

要問い合わせ
Please contact the faculty offi  ce.

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.offi  ce.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

書類審査及び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
過去問題閲覧なし

Not Available

研究科HPで公開 Available on the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/prospective/index.html

事務室で閲覧可
Available at the faculty offi  ce

* 英語コースは書類審査のみのため非公開。 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 Suffi  cient 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 Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

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
9月実施　Exam in Sep：2019年6月14日まで By Jun. 14, 2019
2月実施　Exam in Feb：2019年11月15日まで By Nov. 15, 2019

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年2月6日まで （Last year’s term）By Feb. 6, 2019

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：2019年9月4日まで By Sep. 4, 2019
3月実施　Exam in Mar：2019年11月6日まで By Nov. 6, 2019

英語コース　English Course：（前年度実績）2018年12月5日まで （Last year’s term）By Dec. 5, 2018

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

日本語コース　Japanese Course
9月実施　Exam in Sep：2019年7月16日 Jul. 16, 2019
2月実施　Exam in Feb：2019年12月20日 Dec. 20, 2019

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年3月27日 （Last year’s date）Mar. 27, 2019

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：2019年11月1日 Nov. 1, 2019
3月実施　Exam in Mar：2020年1月9日 Jan. 9, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年1月31日 （Last year’s date）Jan. 31, 2019

【4月入学　April Entry】
（前年度実績）2018年11月22日 （Last year’s date）Nov. 22, 2018

【10月入学　October Entry】
2019年5月24日 May 24, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

日本語コース　Japanese Course
9月実施　Exam in Sep：2019年7月26日 Jul. 26, 2019
2月実施　Exam in Feb：2020年1月7日 Jan. 7, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年4月10日 （Last year’s date）Apr. 10, 2019

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：2019年11月7日 Nov. 7, 2019
3月実施　Exam in Mar：2020年1月15日 Jan. 15, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年2月13日 （Last year’s date）Feb. 13, 2019

【4月入学　April Entry】
（前年度実績）2018年11月30日 （Last year’s date）Nov. 30, 2018

【10月入学　October Entry】
2019年5月31日 May 31, 2019

試験日
Date of Examination

日本語コース　Japanese Course
9月実施　Exam in Sep：2019年9月2-3日 Sep. 2-3, 2019
2月実施　Exam in Feb：2020年2月1日 Feb. 1, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）無 （Last year’s date） No Exam

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：概ね2019年12月 Around December in 2019

3月実施　Exam in Mar：2020年3月2日 Mar. 2, 2020
英語コース　English Course：（前年度実績）2019年2月中旬～3月中旬（別途連絡） （Last year’s date） From Mid-February to mid-March in 2019（schedule will be notifi ed later）

―

合格発表日
Date of Result

日本語コース　Japanese Course
9月実施　Exam in Sep：2019年9月11日 Sep. 11, 2019
2月実施　Exam in Feb：2020年2月7日 Feb.7, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年5月15日 （Last year’s term） May 15, 2019

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：2020年1月10日 Jan. 10, 2020
3月実施　Exam in Mar：2020年3月6日 Mar. 6, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年4月10日 （Last year’s term） Apr. 10, 2019

【4月入学　April Entry】
（前年度実績）2019年1月11日 （Last year’s date）Jan. 11, 2019

【10月入学　October Entry】
2019年7月5日 Jul. 5, 2019

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： （前年度実績）有 （Last year）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：（前年度実績）不要 （Last year’s term）Not Necessary

日本語コース　Japanese Course : 不要 Not Necessary
英語コース　English Course：（前年度実績）不要 （Last year’s term）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：
9月実施　Exam in Sep：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

2月実施　Exam in Feb：1書類審査 Application Document Screening　2英語 English　3口述試験 Oral Exam

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　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 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
Required 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

Required 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 Referred 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 : （前年度実績）課さない （Last year）None

日本語コース　Japanese Course : 課さない None
英語コース　English Course : （前年度実績）課さない （Last year）None

備考 Others ― ―

■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（2020年度）Admission Capacity （AY 2020） 26 22 22 8 7 8 非公開 Not Available
受験者数（2018年度）Applicants （AY 2018） 131 10 5 13 非公開 Not Available
合格者数（2018年度）Successful Candidates （AY 2018） 94 6 5 10 非公開 Not Available

願書配布時期
Distribution of Application Forms

日本語コース　Japanese Course　9月実施 Exam in Sep：5月中旬 Middle of May　2月実施 Exam in Feb：5月中旬 Middle of May
英語コース　English Course：（前年度実績）10月中旬 （Last year’s term）Middle of October

日本語コース　Japanese Course：12月実施 Exam in Dec：5月中旬 Middle of May　3月実施 Exam in Mar：5月中旬 Middle of May
英語コース　English Course：（前年度実績）10月中旬 （Last year’s term） Middle of October

【4月入学　April Entry】（前年度実績）10月中旬 
（Last year’s term）Middle of Octoberr
【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 offi  ce for free. ― ―

切手＋返信用角2型（A4）封筒を送る
Send a self-addressed stamped envelope （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/prospective/index.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/prospective/index.html

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/prospective/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 offi  ce.

要問い合わせ
Please contact the faculty offi  ce.

要問い合わせ
Please contact the faculty offi  ce.

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.offi  ce.kobe-u.ac.jp/stdnt-examinavi/admission/admission02/grad_results.html

書類審査及び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
過去問題閲覧なし

Not Available

研究科HPで公開 Available on the graduate school website.
▶ http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/prospective/index.html

事務室で閲覧可
Available at the faculty offi  ce

* 英語コースは書類審査のみのため非公開。 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 Suffi  cient 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 Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

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
9月実施　Exam in Sep：2019年6月14日まで By Jun. 14, 2019
2月実施　Exam in Feb：2019年11月15日まで By Nov. 15, 2019

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年2月6日まで （Last year’s term）By Feb. 6, 2019

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：2019年9月4日まで By Sep. 4, 2019
3月実施　Exam in Mar：2019年11月6日まで By Nov. 6, 2019

英語コース　English Course：（前年度実績）2018年12月5日まで （Last year’s term）By Dec. 5, 2018

―

出願期間開始日
Starting Date of Application

日本語コース　Japanese Course
9月実施　Exam in Sep：2019年7月16日 Jul. 16, 2019
2月実施　Exam in Feb：2019年12月20日 Dec. 20, 2019

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年3月27日 （Last year’s date）Mar. 27, 2019

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：2019年11月1日 Nov. 1, 2019
3月実施　Exam in Mar：2020年1月9日 Jan. 9, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年1月31日 （Last year’s date）Jan. 31, 2019

【4月入学　April Entry】
（前年度実績）2018年11月22日 （Last year’s date）Nov. 22, 2018

【10月入学　October Entry】
2019年5月24日 May 24, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

日本語コース　Japanese Course
9月実施　Exam in Sep：2019年7月26日 Jul. 26, 2019
2月実施　Exam in Feb：2020年1月7日 Jan. 7, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年4月10日 （Last year’s date）Apr. 10, 2019

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：2019年11月7日 Nov. 7, 2019
3月実施　Exam in Mar：2020年1月15日 Jan. 15, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年2月13日 （Last year’s date）Feb. 13, 2019

【4月入学　April Entry】
（前年度実績）2018年11月30日 （Last year’s date）Nov. 30, 2018

【10月入学　October Entry】
2019年5月31日 May 31, 2019

試験日
Date of Examination

日本語コース　Japanese Course
9月実施　Exam in Sep：2019年9月2-3日 Sep. 2-3, 2019
2月実施　Exam in Feb：2020年2月1日 Feb. 1, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）無 （Last year’s date） No Exam

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：概ね2019年12月 Around December in 2019

3月実施　Exam in Mar：2020年3月2日 Mar. 2, 2020
英語コース　English Course：（前年度実績）2019年2月中旬～3月中旬（別途連絡） （Last year’s date） From Mid-February to mid-March in 2019（schedule will be notifi ed later）

―

合格発表日
Date of Result

日本語コース　Japanese Course
9月実施　Exam in Sep：2019年9月11日 Sep. 11, 2019
2月実施　Exam in Feb：2020年2月7日 Feb.7, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年5月15日 （Last year’s term） May 15, 2019

日本語コース　Japanese Course：
12月実施　Exam in Dec：2020年1月10日 Jan. 10, 2020
3月実施　Exam in Mar：2020年3月6日 Mar. 6, 2020

英語コース　English Course：（前年度実績）2019年4月10日 （Last year’s term） Apr. 10, 2019

【4月入学　April Entry】
（前年度実績）2019年1月11日 （Last year’s date）Jan. 11, 2019

【10月入学　October Entry】
2019年7月5日 Jul. 5, 2019

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： （前年度実績）有 （Last year）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：（前年度実績）不要 （Last year’s term）Not Necessary

日本語コース　Japanese Course : 不要 Not Necessary
英語コース　English Course：（前年度実績）不要 （Last year’s term）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：
9月実施　Exam in Sep：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

2月実施　Exam in Feb：1書類審査 Application Document Screening　2英語 English　3口述試験 Oral Exam

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　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 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
Required 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

Required 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 Referred 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 : （前年度実績）課さない （Last year）None

日本語コース　Japanese Course : 課さない None
英語コース　English Course : （前年度実績）課さない （Last year）None

備考 Others ― ―
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＊時期等変更する場合がありますので、最新情報については各部局に問い合わせてください。
The schedule may change without prior notice. Check with respective departments for the latest information.

＊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 and Kobe University will determine your eligibility. 

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.

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

科学技術イノベーション専攻
Department of Science, Technology and Innovation

科学技術イノベーション専攻
Department of Science, Technology and Innovation

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate

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

博士（科学技術イノベーション）
Doctor of Philosophy in Science, Technology and Innovation

無
Not Available

留学生特別選抜 
Foreign Students Examination

有
Available

無
Not Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名 
a few

非公開
Not Available

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 1 ― 5

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 1 ― 5

願書配布時期
Distribution of Application Forms

5月上旬 
Early May

5 月上旬
Early May

入学時期の5ヶ月前
fi ve 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.stin.kobe-u.ac.jp/jyukensei/exam.html

研究科HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.stin.kobe-u.ac.jp/jyukensei/exam.html

研究科HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.stin.kobe-u.ac.jp/jyukensei/exam.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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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

研究科HPで公開
Available on the graduate school website.

▶ http://www.stin.kobe-u.ac.jp/jyukensei/exam.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

事務室で閲覧のみ可
Available at the graduate school offi  ce

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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

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

2019年6月19日まで
By Jun. 19, 2019

2019年7月16日まで
By Jul. 16, 2019 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2019年7月4日
Jul. 04, 2019

2019年7月25 日
Jul. 25, 2019

【4月入学 April Entry】
国内居住者：2020年2月初旬　国外居住者：2019年11月初旬
Resident of Japan : Early Feb. 2020　Non-Resident Japan : Early Nov. 2019

【10月入学 October Entry】
国内居住者：2019年7月29日　国外居住者：2019年5月7日

Resident of Japan : Jul. 29, 2019　Non-Resident Japan : May. 07, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

2019年7月10日
Jul. 10, 2019

2019年7月31日
Jul. 31, 2019

【4月入学 April Entry】
国内居住者：2020年2月初旬　国外居住者：2019年11月初旬
Resident of Japan ： Early Feb. 2020　Non-Resident Japan : Early Nov. 2019

【10月入学 October Entry】
国内居住者：2019年8月1日　国外居住者：2019年5月10日

Resident of Japan ： Aug. 1, 2019　Non-Resident Japan : May. 10, 2019

試験日
Date of Examination

2019年7月20日
Jul. 20, 2019

2019年8月24日
Aug. 24, 2019 ―

合格発表日
Date of Result

2019年7月24日
Jul. 24, 2019

2019年8月29日
Aug. 29, 2019 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

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

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小論文（日本語または英語で解答）  Essay （in Japanese or English）
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 fi nd the professor/supervisor in advance.

1口頭試問 Interview
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 fi nd the professor/supervisor in advance.

書類審査 Application Document Screening
1研究計画書 Research Plan

2出身大学等における以下のいずれか1点 
One of the Following Documents from the Applicant’s University

・学部長の推薦書1部 A Letter of Recommendation from the Dean
・学長の推薦書1部 A Letter of Recommendation from the President
・学校長の推薦書1部 A Letter of Recommendation from the Principal

・指導教員の推薦書１部 A Letter of Recommendation from the professor/supervisor

※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

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 
Referred 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、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真が必要です。
Required : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, and photos of the applicant.

■科学技術イノベーション研究科 Graduate School of Science, Technology and Innovation

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

科学技術イノベーション専攻
Department of Science, Technology and Innovation

科学技術イノベーション専攻
Department of Science, Technology and Innovation

募集：大学院
Recruiting Program: Graduate

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

博士（科学技術イノベーション）
Doctor of Philosophy in Science, Technology and Innovation

無
Not Available

留学生特別選抜 
Foreign Students Examination

有
Available

無
Not Available ―

募集定員（2020年度）
Admission Capacity （AY 2020）

若干名
a few

若干名 
a few

非公開
Not Available

受験者数（2018年度）
Applicants （AY 2018） 1 ― 5

合格者数（2018年度）
Successful Candidates （AY 2018） 1 ― 5

願書配布時期
Distribution of Application Forms

5月上旬 
Early May

5 月上旬
Early May

入学時期の5ヶ月前
fi ve 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 offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free. 事務室にて無料配布 Obtain at the faculty offi  ce for free.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

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

Please contact the faculty offi  ce for details.

研究科HP参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.stin.kobe-u.ac.jp/jyukensei/exam.html

研究科HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.stin.kobe-u.ac.jp/jyukensei/exam.html

研究科HP 参照 Please refer to the graduate school website.
▶ http://www.stin.kobe-u.ac.jp/jyukensei/exam.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 offi  ce.

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 offi  ce.

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 offi  ce.

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

研究科HPで公開
Available on the graduate school website.

▶ http://www.stin.kobe-u.ac.jp/jyukensei/exam.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

事務室で閲覧のみ可
Available at the graduate school offi  ce

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
Suffi  cient 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
Suffi  cient 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
Suffi  cient for understanding lectures and related documents

入学月（2020年度）
Entry （AY2020）

4月
April

4月
April

4月、10月
April, October

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

2019年6月19日まで
By Jun. 19, 2019

2019年7月16日まで
By Jul. 16, 2019 ―

出願期間開始日
Starting Date of Application

2019年7月4日
Jul. 04, 2019

2019年7月25 日
Jul. 25, 2019

【4月入学 April Entry】
国内居住者：2020年2月初旬　国外居住者：2019年11月初旬
Resident of Japan : Early Feb. 2020　Non-Resident Japan : Early Nov. 2019

【10月入学 October Entry】
国内居住者：2019年7月29日　国外居住者：2019年5月7日

Resident of Japan : Jul. 29, 2019　Non-Resident Japan : May. 07, 2019

出願期間終了日
Deadline of Application

2019年7月10日
Jul. 10, 2019

2019年7月31日
Jul. 31, 2019

【4月入学 April Entry】
国内居住者：2020年2月初旬　国外居住者：2019年11月初旬
Resident of Japan ： Early Feb. 2020　Non-Resident Japan : Early Nov. 2019

【10月入学 October Entry】
国内居住者：2019年8月1日　国外居住者：2019年5月10日

Resident of Japan ： Aug. 1, 2019　Non-Resident Japan : May. 10, 2019

試験日
Date of Examination

2019年7月20日
Jul. 20, 2019

2019年8月24日
Aug. 24, 2019 ―

合格発表日
Date of Result

2019年7月24日
Jul. 24, 2019

2019年8月29日
Aug. 29, 2019 ―

渡日前入学許可制度
Pre-Arrival Admission

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

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小論文（日本語または英語で解答）  Essay （in Japanese or English）
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 fi nd the professor/supervisor in advance.

1口頭試問 Interview
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 fi nd the professor/supervisor in advance.

書類審査 Application Document Screening
1研究計画書 Research Plan

2出身大学等における以下のいずれか1点 
One of the Following Documents from the Applicant’s University

・学部長の推薦書1部 A Letter of Recommendation from the Dean
・学長の推薦書1部 A Letter of Recommendation from the President
・学校長の推薦書1部 A Letter of Recommendation from the Principal

・指導教員の推薦書１部 A Letter of Recommendation from the professor/supervisor

※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

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 
Referred 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、卒業（修了）証明書、成績証明書、写真が必要です。
Required : application form, resume, graduation (completion) certifi cate, transcript, and photos of the applicant.

Entrance  入学を希望する方へ Life  日本での生活 Inquiries  問合せ



50

Prospective Non-Degree Seeking Students 
Research Students
Students who wish to conduct specifi c research on a 
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 suffi  cient for admission to master’s or doctoral 
programs off ered 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 a Master’s 
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 Economics and Graduate School of 
Graduate School of Business Administration: April only

Duration
Up to 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、経済学研究科及
び経営学研究科は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

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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1. Find your future supervisor
Faculties and Graduate Schools require students to 
fi nd 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 fi eld of interest and contact 
them directly. Some Faculties/Graduate Schools 
may require a written consent from the advisor. For 
details, please refer to the previous pages.

How to fi nd 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 Aff airs Section of the relevant Faculty 
or Graduate School.

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
ⓐ「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/

ⓑ 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。

出願手順／ How to Apply for Admission to Research Student Program 

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.

2.募集要項・願書を入手する
ⓐ 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。

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 offi  ce of each Faculty and Graduate 
School directly or requesting by post. When 
requesting by post, be sure to enclose a return 
envelope with the necessary stamp attached 
to the Student Aff airs Section of the respective 
Faculty or Graduate School.  

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

page（Legal size）without folding the forms.

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

envelope. 

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 Economics and 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 diff erent 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 
certifi cates indicating the students’ Japanese 
language ability and the copy of Certifi cate of 
Residence etc.

 Where to apply
Send the necessary application material to the 
Student Aff airs Section of the respective Faculty 
or Graduate School by post. Must reach by the 
deadline, late arrivals will not be considered for 
admission.

ⓑ 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
ⓐ 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、経済学研究科及び経営学研究科

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。

ⓑ 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。

ⓒ 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。

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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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
ⓐ 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。
ⓑ 新入生オリエンテーションに参加
ⓒ 授業開始
ⓓ 授業料納付

4. Selection
Students are selected based on the submitted 
documents and an interview. However, the interview 
might be omitted for applicants residing overseas.

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。

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.

5.入学許可
ⓐ 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。

ⓑ 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。

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 
on page 78 for details on how to apply for the visa.  

 Secure Accommodation
There is University housing and other 
accommodation that students can apply for 
through the university, but these rooms are limited. 
As a general rule, students need to go to the 
University Co-op Service Center or private estate 
agents and fi nd an apartment by themselves. 
For more information please refer to the “Private 
Housing” section on page 70.

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

6.日本への渡航準備
ⓐ 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78ページをご覧くだ
さい。 

ⓑ 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、原則的には留学生が自分で神戸
大学生活共同組合サービスセンターや不動産屋へ
行き、部屋を探すことになります。
詳しくは70ページの「宿舎について」をご覧くだ
さい。

ⓒ 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、64カ国・地域にある367の大学等と学術

交流協定を締結し、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45カ国・地域にあ

る231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。

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2019年5月現在、次項の大学等と大学間の学

生交流協定を締結しています。交換留学に興味のある学生

は所属大学の国際オフィスに申請に関する詳細をお問合せ

ください。

期間：1学期間または2学期間

時期：春学期のみ（4月～9月）

　　　秋学期のみ（10 月～3月）

　　　1学年間 （4月～3月または10月～9月）

費用： 留学中も所属大学に在籍し授業料を納める代わりに、

神戸大学の授業料、検定料、入学料は免除されます。

単位： 交換留学中に取得した単位は、所属大学の判断によ

り単位互換が可能です。

Prospective Non-Degree Seeking Students
Exchange students
About our Exchange Program
Kobe University is conducting intensive exchanges for education 
and research with partner universities and institutions overseas, 
which enriches the academic environment on campus. Kobe 
University currently has 367 partner institutions in 64 countries/
regions. Among these are student exchange agreements with 
231 institutions in 45 countries / regions, which are made up 
of “Inter-University Student Exchange Agreements” and “Inter-
Faculty Student Exchange Agreements”.

Inter-University Student Exchange Agreements
An Inter-University Student Exchange Agreement aims 
for university-wide exchange of students. As of May 2019, 
Kobe University has Inter-University Student Exchange 
Agreements with the following institutions. Interested 
students should consult with their home university's 
International Offi  ce for application.

Duration:  1 semester or 2 semesters
Period:  Spring semester only (April-September) 
 Fall semester only (October-March)
  Full academic year (April-March or October-September)
Fee:   Tuition, Application fees, matriculation are 

exempted while students remain enrolled at their 
home university where they pay the tuition fees

Credits:   Responsibility for deciding the credits to be 
awarded for the exchange program rests with 
the home institution.

URL 海外協定校
Academic Exchange Agreements
http://www.offi  ce.kobe-u.ac.jp/ipiep/partners.html（日本語）
http://www.offi  ce.kobe-u.ac.jp/ipiep/partners_en.html（English）

as of May. 1st, 2019as of May. 1st, 2019

Asia
157

Oceania
11

Middle East
6

AfricaAfrica
14

Europe
141

Northe AmericaNorthe America
30

South AmericaSouth America
8
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■大学間協定校／ Inter-University Student Exchange Partners 

アジア／
Asia

中国／ China

南京大学／ Nanjing University

中国人民大学／ Renmin University of China

上海交通大学／ Shanghai Jiao Tong University

清華大学／ Tsinghua University

武漢大学／Wuhan University

韓国／ Korea ソウル国立大学校／ Seoul National University

モンゴル／Mongolia モンゴル国立大学／ National University of Mongolia

シンガポール／ Singapore 南洋理工大学／ Nanyang Technological University

台湾／ Taiwan
国立政治大学／ National Chengchi University

国立成功大学／ National Cheng Kung University

国立台湾大学／ National Taiwan University

オセアニア／
Oceania

オーストラリア／
Australia

ニューサウスウェールズ大学／ The University of New South Wales

クイーンズランド大学／ The University of Queensland

西オーストラリア大学／ The University of Western Australia

ウーロンゴン大学／ University of Wollongong

北アメリカ／
North America

アメリカ／ U.S.A 
ニューヨーク市立大学クイーンズ・カレッジ／ City University of New York Queens College

ジョージア工科大学／ Georgia Institute of Technology

ピッツバーグ大学／ University of Pittsburgh 

カナダ／ Canada  オタワ大学／ University of Ottawa

ヨーロッパ／
Europe

オーストリア／ Austria
FHヨアネウム応用科学大学／FH Joanneum, University of Applied Sciences

マネジメントセンターインスブルック／MCI Management Center Innsbruck

グラーツ大学／ University of Graz

ベルギー／ Belgium
サンルイ大学／ Saint-Louis University, Brussels 

ブリュッセル自由大学（蘭語系）／ Vrije Universiteit Brussel

ブルガリア／ Bulgaria  ソフィア大学／ Sofi a University St. Kliment Ohridski Bulgaria

チェコ／ Czech Republic  カレル大学／ Charles University

フランス／ France

エクス＝マルセイユ大学／ Aix-Marseille Université

リール大学／ Université de Lille 

パリ第 2（パンテオン・アサス）大学／ Université Paris 2 Panthéon-Assas

パリ・ディドロ （パリ第 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 Paris Ouest Nanterre La Défense

ドイツ／ Germany

キール大学／ Kiel University

ミュンヘン工科大学／ Technical University of Munich

トリーア大学／ Trier University

ダルムシュタット工科大学／ Technische Universität Darmstadt

ハンガリー／ Hungary エトヴェシュ・ロラーンド大学／ Eötvös Loránd University

イタリア／ Italy
ボッコーニ大学／ Bocconi University  

ボローニャ大学／ University of Bologna

ヴェネツィア大学／ Ca' Foscari University of Venice

オランダ／ Netherlands  ライデン大学／ Leiden University

ポーランド／ Poland
ヤゲウォ大学／ Jagiellonian University

ニコラウス・コペルニクス大学／ Nicolaus Copernicus University in Toruń

ロシア／ Russia
サンクトペテルブルク大学／ Saint-Petersburg State University

ウラル連邦大学／ Ural Federal University

スペイン／ Spain バルセロナ大学／ University of Barcelona

スイス／ Switzerland バーゼル大学／ University of Basel

英国／ UK

ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院 （SOAS）／
School of Oriental and African Studies, University of London
バーミンガム大学／ University of Birmingham 

エセックス大学／ University of Essex

ケント大学／ University of Kent
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Inter-Faculty Student Exchange Agreements
As well as inter-university student exchange agreements, 
there are also student exchange that aim to exchange 
students in specifi c faculties or graduate schools. 
Interested students should consult with their home 
university’s International Offi  ce or relevant offi  ce.

Courses/ Programs
Students will belong to one of the faculties or graduate 
schools at Kobe University. (Please refer to page 13,” 
Admission Information of Faculties/ Graduate Schools”.) 
Within each faculty/graduate school, they will have an 
academic advisor or a tutor from the faculty/graduate 
school to consult on academic matters. 

Courses off ered in English
Each faculty/graduate school off ers English-taught 
courses. For a full list of English-taught courses, please 
refer to the Kobe University English website. 

部局間協定
大学間学生交流協定以外に、特定の部局・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。交

換留学に興味のある学生は所属大学の国際オフィスまたは

関係部署に申請に関する詳細をお問合せください。

コース／プログラム　
神戸大学では、交換留学生は1学部／研究科に所属しま

す。（P.13「各学部・研究科　入学試験情報」参照）。そ

の学部・研究科において、指導教員や授業をサポートする

チューターが配置されます。

・英語開講コース 
各部局・研究科では英語による科目を開講しています。

科目一覧は、英語版ウェブサイトで公開しています。

URL 交換留学
Exchange Programs
http://www.kobe-u.ac.jp/en/study_in_kobe/admission/exchange_program.html (English)

URL シラバス 
Syllabus
Home >Study in Kobe >Admission >Exchange programs
https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/

URL 英語開講コース
Courses off ered in English
Home >Study in Kobe >Admission >Exchange programs
http://www.kobe-u.ac.jp/en/study_in_kobe/admission/exchange_program.html#3 (English)

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ



57

・ Kobe University Educational Program on Current 
Japan (English/English & Japanese- taught Program)

The Kobe University Educational Program on Current Japan 
is an English/English & Japanese-taught course newly 
established in April 2016. It is open to exchange students at 
both undergraduate and graduate (Master's) levels. This 
course focuses on current issues in Japan covering a broad 
range of disciplines, including social sciences, humanities, 
and advanced science and technology subjects for cutting-
edge research as well.

・現代日本プログラム（英語・英語/日本語）
現代日本プログラムは、協定校からの交換留学生を対象

として（学部生及び修士学生）、英語/英語及び日本語で

行われる日本の文化・社会・科学技術に関する教育プログ

ラムです。現在の日本社会や文化、法と社会発展、先端的

研究の遂行に必要な自然科学系科目などを広く学びます。

授業は各部局で行われ、留学生各自の専門分野や日本語学

習と組み合わせて受講でき、一定数の単位取得者には修了

証書を授与します。

URL 現代日本プログラム
Kobe University Educational Program on Current Japan
http://www.offi  ce.kobe-u.ac.jp/intl-prg/epocj/（日本語）
http://www.offi  ce.kobe-u.ac.jp/intl-prg/epocj/english/（English）
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Scholarships 
Exchange students can apply for the following 
scholarships if they meet the qualifi cations. 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 qualifi ed international 
students accepted by Japanese universities or graduate 
schools under an exchange agreement on a short term 
basis of up to 11 months. Eligible applicants should have 
a nationality that Japan has diplomatic relations with (and 
Taiwan) and should not hold Japanese nationality.
Stipend: 80,000 yen/month (up to 11 months)

・ HUMAP (Hyogo University Mobility in Asian and Pacifi c)
　 Student Exchange Promotion Program (Inbound) 

Scholarship
In order to promote student exchange between universities 
in the Hyogo region and universities in the Asia-Pacifi c 
region, HUMAP off ers scholarships for exchange students 
using fi nancial support from Hyogo Prefecture. 
This scholarship is available for students accepted in one 
of the HUMAP member universities or graduate schools 
under a short-term (6 months to 1 year) student exchange 
agreement.
Stipend: 80,000 yen/month (up to 11 months)

・ Kobe University Fund
This was established in 2013 in order to conduct extensive 
educational and research exchange with partner 
universities and supported by Kobe University alumni. 
This fund is available for students who have achieved a 
superior academic record and have clear-cut objectives 
for studying at Kobe University. Selection and allocation 
will be conducted by Kobe University.
Stipend 250,000yen/semester

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出来ます。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）
日本の大学や大学院に交換留学生として1年間以内、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）。

支給額　80,000円／月×最長11ヶ月

・ HUMAP （アジア・太平洋大学間交流ネットワーク）
留学生交流推進制度（短期受入れ）
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。

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。

支給額　80,000円／月×最長11ヶ月

・神戸大学基金
協定校との活発な交流促進を目的として2013年に創設

され、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。

支給額　250,000円/学期

URL 交換留学生のための奨学金
Scholarships for Exchange Students
Home >Study in Kobe >Admission >Exchange programs
http://www.kobe-u.ac.jp/en/study_in_kobe/admission/exchange_program.html#7 (English)

Entrance  入学を希望する方へ
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Accommodation
・Kobe University Residence
Exchange students are given fi rst priority for room 
allocations in the university dormitories. The room type 
will be single only; no other room can be selected.

・Private Housing
Exchange students can also live in private housing. 
Students who wish to live in private housing need to 
arrange fi nding their rooms and making a contract by 
themselves.

住居
・神戸大学設置の宿舎
　交換留学生は神戸大学の学生寮に優先的に入居すること

ができます。交換留学生の部屋は単身室のみです。

・民間のアパート
　学生寮のほかに、民間アパートに入居することも可能で

す。ただし、住居探しや契約は全て自分自身で行う必要が

あります。

URL 住居
Accommodation
神戸大学設置の宿舎／Kobe University Residential Facilities
http://www.kobe-u.ac.jp/international/student/housing/h-a.html（日本語）
http://www.kobe-u.ac.jp/en/campuslife/housing/accommodation.html（English）
民間のアパート／ Private Housing
http://www.kobe-u.ac.jp/international/student/housing/h-c.html（日本語）
http://www.kobe-u.ac.jp/en/campuslife/housing/private_housing.html (English)

■スケジュール／ Application Schedule at a glance

春学期／ Spring semester 秋学期／ Fall semester

推薦期日／ Nomination deadline 10 月 20 日／ 20 October 4 月 20 日／ 20 April

申請期日／ Application deadline 11 月 1 日／ November 1st 5 月 1 日／May 1st

受入結果発表／ Application result 12 月下旬／ Late December 6 月下旬／ Late June

受入許可書等発送／ Acceptance package 2 月中旬／Middle of February 8 月中旬／Middle of August

推奨渡日時期／ Recommended arrival dates 3 月下旬／ Late March 9 月下旬／ Late September

学期開始／ Semester starts 4 月 1 日／ April 1st 10 月 1 日／ October 1st

学期終了（試験含む）／ Semester ends （exams） 8 月上旬／ Early August 2 月上旬／ Early February

学業成績証明書発行／ Transcript issuance 9 月下旬～ 10 月上旬／
Late September to Early October

3 月末～ 4 月上旬／
Late March to Early April
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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。

Schedule 2019

日程 8:50 ～ 10:20 10:40 ～ 12:10 13:20 ～ 14:50 15:10 ～ 16:40

7月8日（月）
／July8（Mon） 来日・ホテルチェックイン／ Arrival in Japan & Hotel Check-in

7月9日（火）
／July9（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10日（水）
／July10（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11日（木）
／July11（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12日（金）
／July12（Fri）

日本文化見学旅行 
Japanese Culture Study Tour

7月13日（土）
／July13（Sat）

課題学習
（Task based assignment）

7月14日（日）
／July14（Sun）

7月15日（月）
／July15（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16日（火）
／July16（Tue）

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17日（水）
／July17（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18日（木）
／July18（Thu）

日本語演習 16
Japanese 16

日本語演習 17
Japanese 17

最終発表会
Presentation

7月19日（金）
／July19（Fri）

修了式
Closing Ceremony

歓送会
Farewell Party

7月20日（土）
／July20（Sat） 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.

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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■Program Overview
Duration: 2 weeks（start of July to mid July）
Number of participants: 30 students
Eligible students: Undergraduate students who are 
registered at a university with which we have an 
academic exchange agreement

■Program: 
・Upper intermediate level Japanese language
・Excursion to cultural sites in Japan
・Exchange activities with Kobe University students
・Task based assignments

■Accommodation: Students stay at a 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 partial accommodation fee, travel to/from Japan 
and daily living expenses (food and travel).

■Application:  Interested students should consult with the 
International Offi  ce or the relevant offi  ce 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：30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：

・中上級レベルの日本語演習

・日本文化見学旅行

・神戸大学の学生との交流

・課題学習

■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

てお問合せください。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/summer_program/
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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 May 1, 2019, 
there are 181 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181名（2019年5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．中国赴日本国留学生／ Chinese Students 学位取得を目的とする／ Degree seeking

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ
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■Application and Selection Methods（For applicants 
living outside Japan）

To apply for a 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 the Japanese Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology （MEXT).
Because the application process diff ers 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 offi  ce of your home institution for 
detailed information. 
In addition, as a special case, MEXT Scholarships 
Domestic Selection is available to privately-fi nanced 
students currently studying at Kobe University. (cf. 
page 75)
※Depending on the year, it may not recruit.

■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 specifi c conditions and through proper extension 
procedures.

■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」（75ページ参照）方法があります。

　※募集がない年度もあります。

■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。

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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■応募者の資格および条件等の概略／ Eligibility and Conditions at a glance

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. 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 offi  ce 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 offi  ce 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 36
The Japanese Embassy or Consulate under the 
jurisdiction of the country in which the applicant has 
nationality

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

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 school or the equivalent, 
those who are expected to 
graduate from one, or those 
who meet the qualifi cations 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 the above

大学推薦は語学要件あり
Language requirements are required for the University Recommendation

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 fi elds related to 
the Japanese language or Japanese culture at the time of arrival in and departure from Japan 
（advanced Japanese language profi ciency 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） 
staff  of educational administration service

進学博士（修士課程修了者）Those 
who have a master＇s degree and 
are willing to enter a doctoral 
course

年齢（入学時）／
Selection Methods 17 歳から24 歳／ From 17 to 24 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 insuffi  cient Japanese 
ability are eligible）  ― ―

原則、6 ヶ月間の教育を受ける
6 months in principle

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、
10 ヶ月間の教育を受ける
10 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  include  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。
For applicants who expect  to be enrolled as 
research （non-degree  seeking） students:1.5 
years
・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

11 ヶ月 (10 月～ 8 月 )
11 months（From October to August）

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 ability）

・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 : 2 years） 
・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

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 （fl ight 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/study_in_kobe/scholarships/pre-enrollment.html

■応募者の資格および条件等の概略／ Eligibility and Conditions at a glance

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. 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 offi  ce 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 offi  ce 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 36
The Japanese Embassy or Consulate under the 
jurisdiction of the country in which the applicant has 
nationality

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

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 school or the equivalent, 
those who are expected to 
graduate from one, or those 
who meet the qualifi cations 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 the above

大学推薦は語学要件あり
Language requirements are required for the University Recommendation

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 fi elds related to 
the Japanese language or Japanese culture at the time of arrival in and departure from Japan 
（advanced Japanese language profi ciency 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） 
staff  of educational administration service

進学博士（修士課程修了者）Those 
who have a master＇s degree and 
are willing to enter a doctoral 
course

年齢（入学時）／
Selection Methods 17 歳から24 歳／ From 17 to 24 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 insuffi  cient Japanese 
ability are eligible）  ― ―

原則、6 ヶ月間の教育を受ける
6 months in principle

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、
10 ヶ月間の教育を受ける
10 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  include  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。
For applicants who expect  to be enrolled as 
research （non-degree  seeking） students:1.5 
years
・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

11 ヶ月 (10 月～ 8 月 )
11 months（From October to August）

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 ability）

・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 : 2 years） 
・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

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 （fl ight 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.

（2019 年 4 月現在／ As of April , 2019）
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Japanese Language
■Japanese Language / Studies Programs
The Center for International Education at Kobe University 
off ers a wide range of Japanese language classes with 
diff erent levels and content that enable international 
students to study Japanese according to their diverse 
needs, for supporting their study and daily life in Japan.

Every international student accepted to study at Kobe 
University is eligible to take Japanese classes, without 
the need for any extra fees.(other than for textbooks) 
Whilst credits are given for some of the Japanese 
classes off ered, grades are given for all classes for which 
students register. (Postgraduate students cannot register 
for classes that are provided for undergraduate students, 
and research students cannot register for any types of 
classes. In either case, they can audit these classes.)
*Exchange students need to check with their home 
university whether or not the grades given for classes can 
be converted into credits.

Outline of the Japanese classes
<Level>
We provide classes for 5 levels, beginners (introductory), 
upper beginners, intermediate, upper intermediate, 
advanced. We strongly recommend that you take an online 
level test so that you are able to choose classes that meet 
your level. 

<Types of Classes>
The following 3 types of classes, below A , B and C , 
are available. The conditions for registering for classes, 
whether or not they bear credits from Kobe University, and 
the way of applying for classes, depend on the type of 
classes being taken. You can register for a combination of 
classes, made up from the diff erent types.
Please refer to the details of each type of class below.

A.  Integrated Japanese Language Class
Any international students at either undergraduate 
or postgraduate level (including exchange students) 
registered at Kobe University are eligible to register for 
these Japanese language classes. (Kobe University will 
not give credits for these classes). There are classes from 
Beginners to Advanced levels. Please register for courses 
that suit your individual level and needs. 

日本語授業
■日本語教育プログラム

神戸大学国際教育総合センターでは、留学生のみなさん

の日本での生活と学修を支援するため、留学生それぞれの

ニーズに応じて日本語が学べるように、レベル・内容とも

多様な日本語科目を開講しています。

神戸大学に入学を許可された留学生ならだれでも、受講

できます。追加の授業料を払う必要はありません。（テキ

スト購入のための費用は自己負担です。）神戸大学から単

位が出るものは一部だけですが、履修登録をすれば、全て

の科目について、評価を出すことが可能です。（大学院生

が学部生対象の科目に履修登録することはできません。ま

た、研究生はどの授業にも履修登録できません。ただし、

いずれの場合も聴講は可能です。）

※交換留学生がこの評価を自分の大学の単位に換算できる

かどうかは、自分の大学で確認してください。

日本語授業の概要
＜レベルについて＞

授業は初級（ないし入門）・初中級・中級・中上級・上

級までのレベル別に行われます。自分のレベルに合った授

業を取れるよう、事前にレベルチェックテストを受けるこ

とを推奨します。

＜授業の種類について＞
次のAからCの3つのタイプの科目があります。タイプ

によって履修登録の条件や神戸大学からの単位付与の有

無、申し込み方法が異なります。異なるタイプの科目を組

み合わせて履修することもできます。各タイプの詳細は下

の説明を見てください。

A．総合日本語科目
神戸大学の学部留学生・大学院留学生（交換留学生を含

む）はだれでも履修登録できます。（神戸大学から単位は

出ません。）初級から上級までの授業があります。自分の

ニーズやレベルに合った授業を選んで履修してください。

Entrance  入学を希望する方へ
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1. From Beginners to Upper Intermediate Levels
We off er the following classes for each level. Unless 
otherwise stated, all classes are available once a week 
for each of our 4 quarters.

・ Classes based on learning basic vocabulary and 
grammar: there are 2 to 4 classes per week at each 
level (it is possible to take as few as one class per 
week)

・ Skill based classes ‘Listening’, & ‘Speaking’, 
‘Reading’, ‘Writing’ and ‘Kanji/Vocabulary’.

・ An introductory seminar for communication with 
Japanese people on campus (Beginners) Q1 & Q3

・ Classes for learning about Japanese culture (Upper 
beginners)

・ Classes for preparing for JLPT examinations: N1 
preparatory classes (Upper Intermediate) Q1~Q3, 
N2 preparatory classes (Intermediate) Q3.

・ A seminar for learning basic research methodology in 
Japanese (Upper Intermediate) Q3 & Q4

2. Advanced Level
There are 3 classes at the advanced level. For other 
advanced level classes please refer to ‘B. Japanese 
Language and Japanese Studies Class’
・Class for Speaking
・Class for discussing Intercultural communication
・ Class for learning Business Japanese

B. Japanese Language and Japanese Studies Class
Only undergraduate students (including exchange students) 
can enroll for these courses, for which Kobe University will 
issue credits. These classes are all at advanced level. They 
are available once a week each quarter.
・ Skill-based classes in ‘Composition’, ‘Grammar’, 

‘Listening/Conversation’ and ‘Reading’ 
・Japanese Studies 

C.  Intensive Japanese Language Class
This is a course intended for international students who 
need intensive training in Japanese, in order to carry out 
studies and research using Japanese language.We off er 
courses at beginners through to upper intermediate level, 
held for either 8 or 10 periods a week depending on the 
class. This course is based on a semester system (15 
weeks) and students are required to attend class every 

1．初級から中上級レベルまで

レベル別に下記の授業を提供しています。特に記載の

ないものは、全クォーターで週1回開講しています。

・日本語の基礎的な語彙や文法を中心に学ぶコース：各

レベル週2～4回（1回のみ受講も可）

・聴解、会話、読解、作文、漢字・語彙の技能別科目

・日本人とのコミュニケーションの基礎について学ぶ科

目（初級）1Q,3Q

・日本文化を学ぶ科目（初中級）

・日本語能力試験対策のための科目：N1対策（中上級）

1Q ～3Q・N2対策（中級）3Q

・日本について日本語で研究するための基礎知識を学ぶ

科目（中上級）3Q,4Q

2．上級レベル

上級レベルの科目は下記の3つです。上級レベルの科

目については、「B.日本語・日本事情科目」も参照して

ください。

・会話の技能向上に特化した科目

・異文化コミュニケーションについて議論する科目

・ビジネス日本語について学ぶ科目

B．日本語・日本語事情科目
学部留学生（交換留学生を含む）だけが履修登録でき、

神戸大学から単位が出ます。全て上級レベルの授業です。

全クォーターで週1回開講しています。

・作文、文法、会話、読解の技能別授業

・日本事情

C．集中日本語科目
主として、日本での学習や研究のために、集中的な日本

語学習が必要な留学生を対象とした科目です。初級～中上

級までのレベル別に、1週間にレベルによって8または10

時限の日本語の授業を受けます。この科目はセメスター制

で（15週間）、原則として全ての授業に出席する必要があ

ります。また、定員があるため、事前に受講申し込みが必

要です。受講者の選考では、日本政府奨学金留学生が優先
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■Admission Fee Waiver Program 
Kobe University off ers an admission fee waiver program 
that exempts the entire or half of the admission fee. 
Students who have signifi cant diffi  culty 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 off ers a tuition waiver program that 
exempts the entire or half of the tuition fee. Students 
who have outstanding academic records yet are having 
diffi  culty 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/fi naid/tuition/index.html

URL 神戸大学国際教育総合センター留学生教育部門
Kobe University Center for International Education
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/english/leaning_japanese/laboratory_course.html

学費／ Tuition & Fees （2019 年度現在／ As of AY2019）

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

day. Also, due to the limitation on class size students must 
apply in advance.In the selection process, student with 
MEXT scholarship will be given preference.

Students wishing to take this class must read the 
guidelines thoroughly, and after consulting with their 
supervisor, ask him/her to apply via e-mail by the required 
date. (*Exchange students should check with their faculty 
about their supervisor.)

されます。

この科目を受講したい人は、申し込みの条件や方法をよ

く読み、必ず事前に指導教員に相談したうえで、所定の期

日までに指導教員を通じてメールで申し込みをしてくださ

い。（交換留学生の場合、指導教員が誰になるかは自分の

学部で確認してください。）

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活 Inquiries  問合せ



日本での生活

L i f e  



70

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  average）  using  the 
Portliner 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 average） either on foot or 
by bus and train

男子用／ male 52
女子用／ female 27

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 average） either on foot or 
by bus and train

男子用／ male 12

女子寮
Joshi-Ryo
（women＇s dormitory）

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 average） either on foot or 
by bus and train

女子用／ female 2

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 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 average） to Rokkodai campus by 
train and bus. 8 min. walk to Fukae campus.

男子用／ male 3
女子用／ female 2

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. 110

＊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 （Married Couple and Family rooms）．

Housing /Accommodation
■Kobe University Residential Facilities(Dormitory)

The following 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。

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活
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■Private Dormitory and Residence
The following are dormitories and residences managed 
by private organizations for international students. 
Openings will be posted should they become available. 
Occupants are determined by evaluating submitted 
documents and by conducting an interview. 
Because of the popularity, applicants may not be able to 
live in certain residences.

■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。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

神戸大学鶴甲ハウス
Kobe University Tsurukabuto House
（A shared house）

単身用 5
Single Rooms

￥29,000 ～ ￥35,000
共益費：￥8,000（電気、水道、ガス代等を含む）
清掃費：￥10,000
Single Room: ￥29,000～￥35,000
Common service fee：￥8,000（utilities included）
Cleaning fee：￥10,000

兵庫国際交流会館
Hyogo International House

夫婦用 38
Married Couple＇s Rooms ￥35,000 + 入館費￥70,000（Admission fee）

単身用 159
Single Rooms ￥35,000 + 入館費￥35,000（Admission 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）
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■Private Housing
In general, students should visit the Kobe University CO-
OP or a real estate agency and fi nd an apartment by 
themselves.

< 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 three 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 returns the rest.
**Rei-kin・・・Rei-kin or “gratitude money” is the amount 
paid to the landlord when one fi rst rents the apartment. 
It is usually equivalent to one or two months’ rent and will 
not be returned when the apartment is vacated.

■Public Housing
The following public housings are also available; however, 
these are not limited to international students. 

■民間のアパート
原則的には留学生が自分で神戸大学生活共同組合サービ

スセンターや不動産屋へ行き、部屋を探すことになりま

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2～3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。

■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。

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 Information
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）

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活

Inquiries  問合せ
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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 Offi  ce. 
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）

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、事前に出入国在留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 ～￥49,000　

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
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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、約70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。

2018年度の神戸大学での採用者数の合計は207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 off ered 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 
undergraduates and graduate students.
Please refer to our website or the JASSO website for 
details about scholarships.

Every year, privately fi nanced students（excluding Foreign 
Government Scholarship Students）may apply to about 
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.  207 Kobe University 
students received scholarships in the 2018 school year. 
The following list shows the top fi ve organizations which 
provided scholarships to Kobe University students last year:
Not all applicants are awarded scholarships. Please make 
a sound fi nancial 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 28

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、ロシア極東地区
East Asia, Southeast 
Asia, Russian Far East

￥100,000
1 年（延長可）／
year︵Extension 
possible︶

21

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 months 19

神戸市留学生奨学金
（神戸・菅原奨学金）
Kobe International Scholarship 
(Kobe /Sugawara Scholarship)

学部3年以上、修士、
博士
Above U3, M, D

￥80,000 1 年／ year 14

ロータリー米山記念奨学会
Rotary Yoneyama 
Memorial Foundation Inc. 
Scholaship

修士、博士 2、3 年、
医博士 3、4 年
M, D2, D3, Medical 
Science: D3, D4

￥140,000 最長 2 年／
up to 2 years 11

U: Undergraduates M: Master＇s course students D: Doctoral 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

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活

Inquiries  問合せ
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Japanese Government(“Monbukagakusho”)
Scholarship(For those already in Japan) 
Japanese Government（Monbukagakusho: MEXT）
Scholarships Domestic Selection is available to privately 
fi nanced 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 
offi  ce of your Faculty or Graduate School after entering 
Kobe University.
※Depending on the year, this may not be available.

While applying for MEXT scholarship, you cannot apply  
for other scholarships. Receiving double scholarships 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 fi nal 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, this may not be available. 

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 are 
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 starts 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 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
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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）

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 offi  ce 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／ Document 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 fi nal 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 fi nal 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 （fl ight 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 forthcoming 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 fi rst-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 fi rst year of the 2-year master＇s program.

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活

Inquiries  問合せ
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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 a related fi eld 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 fi rst 
two years and graduate students for the fi rst 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 offi  ce 
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 appliation, so  
we strongly recommend that students purchase private 
travel insurance 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。



78

Applying for Visas
Visas can be applied for through either one of the 
procedures outlined below.
1. When there is no “certifi cate 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 “certifi cate 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 “certifi cate of 
eligibility for a status of residence” and have it issued 
to them at one of the Regional Immigration Bureaus 
in Japan. With this “certifi cate of eligibility” in hand, 
students will then personally apply for visas at the 
Japanese Embassy or Consulate in their home country. 
Unlike visa applications without the “certifi cate 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 off er prospective students a proxy 
application service for their Certifi cate 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 fi nal decision for visa 
issuance rests in the hands of the Japanese Immigration 
offi  ce 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

日本国内の出入国在留管理局で「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、出入国在留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。

Entrance  入学を希望する方へ
Life  日本での生活
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問合せ／ Inquiries

役に立つウェブサイト／ Useful Websites

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/

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 Aff airs of Japan: Embassies & Consulates http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/

出入国在留管理庁／ Immigration Services Agency http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/
kouhou/nyukan_index.html

関西国際空港／ Kansai International Airport http://www.kansai-airport.or.jp/index.asp

Entrance  入学を希望する方へ
Inquiries  問合せ

Life  日本での生活
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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
URL

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 Aff airs
＋ 81-︵0︶78-803-5595 ／ lkyomu@lit.kobe-u.ac.jp

http://www.lit.kobe-u.ac.jp/

国際人間科学部
Global Human Sciences

グローバル文化学科（鶴甲第 1 キャンパス）／ Global Cultures（Tsurukabuto 1st Campus）
〒 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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-7530 ／ gicls-kyomugakusei@offi  ce.kobe-u.ac.jp
発達コミュニティ学科、環境共生学科、子ども教育学科（鶴甲第 2 キャンパス）
／ Human Development and Community, Environment and Sustainability, Child Education 
（Tsurukabuto 2nd Campus）
〒 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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-7924 ／ hudev-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.fgh.kobe-u.ac.jp

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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-7530 ／ gicls-kyomugakusei@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://web.cla.kobe-u.ac.jp/

人間発達環境学研究科
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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-7924 ／ hudev-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.h.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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-7234 ／ law-kyomu-kenkyuka@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.law.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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-7247 ／ econ-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.econ.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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-7260 ／ bkyomu@b.kobe-u.ac.jp
https://www.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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-5767 ／ sci-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.sci.kobe-u.ac.jp/

医学部医学科・医学研究科
Medicine

〒 657-0017　神戸市中央区楠町 7-5-1
7-5-1 Kusunoki-cho, Chuo-ku, Kobe 650-0017, Japan
教務学生係／ Academic/Student Aff airs
+81-︵0︶78-382-5205 ／ kyomu1@med.kobe-u.ac.jp（学部／Faculty）
／ daigaku@med.kobe-u.ac.jp（大学院／Graduate School）
http://www.med.kobe-u.ac.jp/index.html

学部研究科問合せ一覧／ List of Inquiries
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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
URL

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 Aff airs
+81-︵0︶78-796-4504 ／ kyoumu@ams.kobe-u.ac.jp
http://www.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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-6350 ／ eng-kyomugakusei@offi  ce.kobe-u.ac.jp
工学部工学研究科／ Engineering　http://www.eng.kobe-u.ac.jp/
システム情報学研究科／ System Informatics　http://www.csi.kobe-u.ac.jp/index.html

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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-5928 ／ ans-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.ans.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
教務学生グループ／ Academic/Student Aff airs
+81-︵0︶78-431-6225 ／ fmsc-gakusei@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.maritime.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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-7267 ／ gsics-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.gsics.kobe-u.ac.jp/indexj.html

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 Aff airs
+81-︵0︶78-803-5474 ／ stin-kyomu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.stin.kobe-u.ac.jp/

国際部国際交流課
International Exchange Division, 
International Aff airs Department

〒 657-8501　神戸市灘区六甲台町 1-1
1-1 Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe 657-8501, Japan
交換留学について／ Exchange Program
+81-︵0︶78-803-5262 ／ E-mail: intl-exchange@offi  ce.kobe-u.ac.jp
日本語授業について／ Japanese Language Class
+81-︵0︶78-803-5263 ／ E-mail: intl-suishin@offi  ce.kobe-u.ac.jp
日本政府（文部科学省）奨学金について／Monbukagakusho/MEXT Scholarship
+81-︵0︶78-803-5263 ／ E-mail: intl-suishin@offi  ce.kobe-u.ac.jp
住居・奨学金について／ Residence, Scholarship
+81-︵0︶78-803-5264 ／ E-mail: intl-ryulife@offi  ce.kobe-u.ac.jp
総務／ General Aff airs
+81-︵0︶78-803-5265 ／ E-mail: intl-ryusoumu@offi  ce.kobe-u.ac.jp
http://www.kisc.kobe-u.ac.jp/

Entrance  入学を希望する方へ
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