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　新入生の皆さん、ご入学、おめでとうございます。心から歓
迎します。ご家族の皆様、心からお喜び申し上げます。
　兵庫県立大学は、神戸商科大学、姫路工業大学、兵庫
県立看護大学が平成16年に統合して兵庫県立大学として
新たに出発し、今年で12年目を迎えました。
　6つの学部に、13の大学院研究科、4つの附置研究所、附
属高等学校、附属中学校を擁する公立大学としては全国４
番目の規模となる総合大学として、キャンパスは、神戸、淡
路、明石、姫路、播磨科学公園都市、さらに豊岡へと広がり、
県下の地域資源や先端研究基盤を生かして特色ある教
育・研究を展開しているところです。
　こうした特色ある環境の中で、高校までの勉強とは違い、
自らが学び・研究を行うという自覚を持って、勉学に創意工
夫を図りながら取り組んでほしいと思います。
　また、ボランティア活動をはじめ、体験学習やクラブ活動も
含めた様 な々事柄に積極的に挑戦し、社会で必要となる人
間力の基礎を培い、地域・日本・世界で活躍できる人材とな
ることを期待しています。
　いよいよ大学生活が始まります。新入生の皆さんが卒業
する際には、地域社会や国際社会で活躍する人間性豊か
な見識を備え、新たなステップへ歩みを進められるよう、兵庫
県立大学は全力で支えてまいります。

「未来はここに、世界とともに、兵庫県立大学」
兵庫県立大学学長

清原 正義

　本学の学章は、重厚な知性と光輝く未来をイメージ
したブルーとゴールドを基調としています。University of  
Hyogoをモチーフにした3本の柱（UH）は、本学の理念
である「教育、研究、社会貢献」を表し、社会に開かれた
「知の拠点」としてはばたき続ける、兵庫県立大学を象
徴しています。MMIVはローマ数字で2004、兵庫県立
大学として開学した年を表しています。

兵庫県立大学は…

地域貢献度調査

     公立大学トップ！
日本経済新聞社調査：人材や研究成果を地域振興に役立てているかを評価。全国国公私立大学中３位

企業の人事担当者による卒業生評価     
     公立大学トップ！
日本経済新聞社調査：企業や団体から有為な人材を輩出する大学として評価。全国国公私立大学中15位

放射光施設「NewSUBARU」の所有

公立大学唯一！
同窓力を活かし
全国平均を上回る就職率！
（Ｈ27.4 文部科学省・厚生労働省調べ）

兵庫全域がキャンパス！
県内の地域資源、先端研究基盤を生かして特色ある教育・研究を展開

ご入学おめでとうございますご入学おめでとうございます

先端光科学研究・教育拠点を形成

兵庫県立大学
97.5％

全国平均就職率 96.7％
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　姫路環境人間キャンパス内にある講堂、ゆりの木会館は、登録有形文
化財に指定されている旧制姫路高校当時（大正１５年建築）の木造建築
物で、現在でも授業などで学生が利用しています。

　「なゆた望遠鏡」の反射鏡は直径が2mもあります。
眼の大きな人は瞳の直径が1cmくらいなので、「なゆ
た」の鏡は直径が二百倍も大きく、面積にすると4万
倍にもなります。4万倍の光を集めることによって、
100億光年もの時空を超えて宇宙の果てを肉眼で見
ることを可能にします。
　この度、約1ヶ月におよぶ再蒸着(再メッキ)作業によ
り、鏡が新品のように若返りました。パワーアップした
「なゆた望遠鏡」を使って、皆さんも宇宙の楽しさや奥
深さを体験して下さい。

「あさが来た」のロケでは、日本で最初の女子大学校という設定で
撮影が行われました。

世界最大の公開望遠鏡
「なゆた望遠鏡」再メッキ完了

連続テレビ小説「あさが来た」
のロケに使用されました！

写真提供 ： 姫路フィルムコミッション

直径２ｍ、重さ１ｔの世界一の鏡

兵 庫 県 立 大 学

西 は りま 天 文 台
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むら　もと　 かず　き

村本 一樹さん
陸上部・理学部 （平成28年3月卒業）

厳しい練習の先に見える希望
 昨年12月に開催された第15回全日本なぎなた選手権大会で優
勝（前年は準優勝）、また、10月には和歌山県で開催された国体
に銃剣道競技で出場。幼少期から取組む剣道、短剣道に加え、
フェンシングにも挑戦するなど、今後も更に期待できる県大生！

〇なぎなた、銃剣道を始めたきっかけは？
　父が通っていた道場に、小学校４年生の時に連れていかれたの
が最初です。やってみて面白いと感じたので続けて行くことが出来
ました。

〇競技を通じて成長したと感じたことは？
　厳しい練習をしてよい結果が出たときの達成感を味わうことで、
受験やその他の辛いことも頑張れば乗り越えられると思えるように
なりました。
　私を支えてくれる、すべての人達に恩返しできるように、これから
も練習や勉学に励みたいです。

ます　だ　 まさ　と

増田 道仁さん
経済学部４回生 （平成28年度） 

逆境をバネに関西陸上界を代表するランナー
　昨年、開催された天皇賜盃第84回日本学生陸上競技対校選手権大会
の男子１万ｍ決勝に出場して10位、国公立大学では唯一のトップ10入り
(１万ｍの兵庫学生記録28分54秒03)をはじめ、丹後大学駅伝第77回関
西学生対校駅伝競走大会1区で区間新記録をマークする等、さまざまな大
会で好結果を残されました。
　今春から実業団に進み、新たなステージでの活躍が期待されます。

〇陸上はいつから始めましたか？ また選んだ理由は？
　高校１年生の２月にバスケットボール部から転部しました。陸上、特に長
距離の好きなところは、持って生まれた才能よりも努力した結果が記録に
そのまま出てくるところですね。

〇陸上を通じて成長したと感じたことは？
　時間を無駄にしないよう、強く意識するようになったことです。スポーツ推
薦で入学した訳でもないですし、理学部で研究もしなければならない。限られ
た時間で練習や勉強をこなすようになりました。
　最寄駅が大久保駅のバイト先まで、手前の加古川駅で途中下車して、そ
こからランニングで練習時間を確保したことも良い思い出です。

兵庫県立大学で貫く文武両道！

自分を支えてくれる周囲の人達に感謝！
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さまざまなステージで活躍す
る学生達

県大生に聞きました！！  
     

全国10位！

国体出場!

写真中央



INAKA応縁隊のみなさん
環境人間学部

地域活性化のパートナーとして
　農村部における様々な諸問題について考え、地域の人 と々の交
流を通して、現地の課題を軽減し、地域再生を目指した活動を展開

しています。

〇活動のきっかけは？
　北播磨の多可町岩座神地区は、「平成の棚田百選」に選ばれ
る美しい棚田がひろがる地域ですが、高齢化や地域の魅力をア
ピールできないなどの課題を抱えていました。
　そこで、地域資源の棚田をアピールする自然学校の企画や民間
保養所跡地の壁にアートな絵を描いてほしいという地元の声をプロ
ジェクトとして実行したことが本活動のきっかけですね。

〇どんな時にやりがいを感じる？
　地域の方に受け入れてもらえて、「また次も来てな」と言われるこ
とがうれしいですね。大学の中だけでは得ることができない貴重な
経験をさせてもらっていると感じます。

み　 わ　ガール

神酒女子のみなさん
エコ・ヒューマン地域連携センター※

学生が動けば地域も変わる
　日本酒は、男性の飲み物、近寄りがたい・敷居が高いというイメージですが、
女性がもっと楽しめる提案をしていこうと県立大学の教員と女子学生が、地域
の方 と々「神酒女子」というコミュニティを立ち上げ、女性の視点で日本酒の
魅力を発信する取り組みを進めています。

〇主な活動内容は？
　女性の視点で楽しむノウハウを生かし、地域資源と日本酒を組み合わせて
様々なワークショップやイベントを企画しています。前年度は神姫バスと加西
市、県立大学の産官学連携事業として加西市を巡るバスツアー「美酒旅」を
企画しました。美酒旅では、酒蔵案内や、北条鉄道を貸し切って、日本酒と一
見ミスマッチに思えるパンを一緒に楽しんでいただきました。キャンセル待ちが
出るほど人気のツアーとなりました。

〇今後の抱負は？
　地域資源と組み合わせて、はりまの日本酒をＰＲする取組みの成果を
Facebookで発信するほか、地域での日本酒イベントなどの運営を支援しなが
ら、ワークショップ等を実施し、女性を中心に多くの皆さんにはりまの日本酒の
魅力を伝えていきたいですね。

女性の視点で播磨の日本酒をもっと身近に！  

地域の再生を目指して！    

※ 「学生が動けば地域もかわる」をキャッチフレーズに、大学生チームの活動を
　支援しながら、地域課題解決に貢献するプロジェクトセンター

◎ピコバイオロジー専攻（生命理学研究科）
　タンパク質の構造・機能を解明することで生命現象の本質を究める
次世代ピコバイオロジー研究によって培われる高度な研究能力と、国
内外の産官学を通じた幅広い分野で活躍する理系リーダーを育成

◎共同災害看護学専攻（看護学研究科）
　高知県立大学など5大学による我が国初めての大学院共同教育課程で、
災害看護に関する課題に的確に対応･解決し、高度な実践能力かつ研究能
力を兼ね備えた学際的・国際指導力を発揮するグローバルリーダーを育成

博士課程教育リーディングプログラム （5年一貫の博士課程教育プログラム）〈文部科学省補助事業〉
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地域貢献！

産官学連携!

TOPI
CS

リーディン
グ

大学院



先進的・特徴的な活動（教育
・研究・社会貢献活動等）に

取り組む個性豊かな先生たち

たけ うち かず　お

竹内 和雄
環境人間学部 准教授

　い　とう　せい　ご

伊藤 省吾
工学研究科 准教授

テーマ     困っている子どもへの対応方法
　いじめ、不登校、ネット問題等、課題を抱える子どもたちが増えています。そういう子どもにどう
接すればよいか、どういう環境を作ればよいかについて研究しています。最近は、子どもとネット問
題に興味があります。実態調査だけでなく、学生と一緒に学校に出向いて授業を行ったり、中高
生が自分たちの問題を話し合うのをファシリテートしたりしています。最近の研究から、こういう大
学生が「ナナメの位置」から行う支援が、実は教師等の大人が行う以上に効果的なことが分
かってきています。

テーマ  石油も原子力も要らなくなるような超低価格太陽電池の開発　　
　原子力発電問題、化石燃料の枯渇問題を考えると、新エネルギーの開発は人類の存続に必
要不可欠です。
　新エネルギーの中でも太陽光発電に対する期待が大きいと思いますが、市場の太陽電池は、
まだまだ高価格で、化石燃料を使った電気エネルギーに匹敵する電力を供給するためには、現在
の太陽電池価格を半額程度までにする必要があります。
　通常の太陽電池は真空状態で製造する必要があるため、コストが高く、製造工程の時間も相
当かかりますが、我々が研究している印刷技術を駆使した（印
刷プロセス）太陽電池なら、真空でない状態で、高速で製造す
ることが可能になりますので、大量生産が可能、大幅にコスト削
減につながり、低価格の太陽電池を実現することができます。

　授業はグループワークを基本としています。例えば「現
代教育論」では、５～６人でグループを作り、自分たちで
テーマを考えて、調査研究に取り組みます。アンケートや
インタビュー等の調査を行い、プレゼンを行いますが、どの
グループもクオリティーの高い発表をします。「学校の遊
具調査」「集団登校」等を調査したグループは、文献調査
だけでなく、実際に各教育委員会に問い合わせたり、学
生にアンケート調査をしました。「スマートフォン使用」「男
女交際」などを学生ならではの視点から調査するグループ
もあります。発表はプレゼンソフトを使ったものが多かった
のですが、最近は寸劇や動画を使ったものが増えてきて
います。

　担当は、材料・放射光工学専攻
です。卒業後にも、「そういえば、伊
藤省吾があんなこと言っていたな
あ。」と将来、思い出してもらえるよう
な授業にしたいと心掛けています。

新入生へのメッセージ
　高校までは与えられたことを
理解することが中心だったと思
いますが、大学は自分で考え、自
分で学んでいく場所です。私た
ち大学教員はそれをサポートし
ていきます。受け身の姿勢だけ
ではせっかくの４年間を有効活
用できません。大学生には無限
の可能性があります。一緒に自
分の未来を見つけましょう！

新入生へのメッセージ
　兵庫県立大学は、入学し
た学生を十分に教育し、そ
の学生が地域と社会に貢
献し、将来的に自らを幸福
にする能力を培い、その有
能な人材を社会に送り出
すことができる大学である
と思います。一緒にがんば
りましょう！

研究内容

研究内容

こういう授業です

こういう授業です

前列右から4人目

前列右から3人目
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テーマ    グローバルとローカルの相即的発展
　現在、「グローバル化」が進展し、社会や文化、経済活動が“国”という枠組みを超えて相互に
結びつきを深め、さまざま変化を引き起こしています。一方、「ローカル」の重要性も注目を集め
ています。いま、日本は、人口減少社会を迎え、新しい地域のあり方、働き方や生き方が模索さ
れています。このグローバルとローカルはどち
らが大事という問題ではなく、共にわれわれ
の生きる現実の世界です。「相即」とは、二
つの事象が融け合い、対立せずに一体にな
ることを意味します。非常に大きなテーマで
すが、経営学という領域から、グローバルと
ローカルがどのようにして相即的に発展でき
るのかという点について取り組んでいます。

　コミュニティ・プランナー育成プログラムでは、地域課題解決のための実践的な力を幅
広く身につけることを目指しています。そのため、現地での観察や聞き取り調査など五感を
通した調査を実施するフィールドワークや学生同士が対話や議論を通じて見識を深め、
解決策を見出していくワークショップといった参加型の授業に重点が置かれています。学
部横断型教育プログラムであり、３年間継続して、さまざまな学部・研究科に所属する教
員がチームを組んで指導にあたり、履修生も複数学部にわたっていますので、他学部の
学生と共に学び、成長できるところが魅力です。

新入生へのメッセージ
　これから皆さんは、さまざまな“機
会”に巡りあうことになります。専門知
識の習得はもちろんですが、部活動や
サークルといった課外活動、バイト先
での経験、フィールドワークを通じたさ
まざまな地域の人たちとの出会い、大
学のOBといった社会人の方々との交
流。高校時代よりもはるかに広い世界
へ踏み出します。それらの機会を活か
せるかどうかは皆さん次第です。自分
の限界を決めずに、色々なことにチャ
レンジしてください。

テーマ    認知行動療法（CBT）を用いた心と身体の心理臨床的治療
　ＣＢＴは、行動科学の諸理論や認知・行動変容の諸技法を用いて、人の「ものの
見方、受け止め方」などの認知や不適応な反応・行動、情緒面に働きかけ、不適切
な行動の改善などをはじめ、問題を解決する方法や再発予防のトレーニングを行
い、不安やうつなどの精神症状を軽減していく治療法です。
　ＣＢＴのエビデンスに基づいた精神疾患、ストレスによる身体の病気の心理臨床
的治療を実践し、17年間の「心療内科」の臨床経験から得られた最新の知見を、
研究や大学教育に積極的に取り入れています。

　カウンセリング論では、様々なコミュニケーショ
ンスキルを実践的に学ぶとともに、自分と異なる
価値観を持つ人との出会いから新しい視点を
獲得し、自己成長へつなげることができ、授業
終了後は、コミュニケーション能力は才能ではな
いことに気付きます。

新入生へのメッセージ
　これから、新しい出会い
と、人間関係に対する不安、
さらには将来に対する迷い
や挫折を経験すると思いま
す。「○までに○をする」と、
目標とその理由を明確に
し、勉強、サークル、アルバイ
ト、遊びなどの両立生活に
メリハリをつけ、充実した大
学生活を過ごしてください！

研究内容

研究内容

こういう授業です

こういう授業です

前列右から3人目
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にし　い　 しん　ごう

西井 進剛
経営学部  教授

キム ウェ スク

金  外淑
看護学部 教授

TOPI
CS

学生･団体

表彰制度

◎成績優秀者表彰制度
　各学部各学年（1年除く）の成績優秀者を対
象に授業料半額相当の奨学金を支給
［大学院は極めて優れた実績を挙げた者］

◎優秀部活動奨励制度
　部活動等で大学の名声を高める業績を
挙げた団体･個人を対象に20万円を限度
に支給

◎優秀地域貢献活動奨励制度
　地域や自治体への貢献活動を行い、成果を
挙げている団体・個人を対象に20万円を限度
に支給

学業、部活動、地域貢献活動などで優れた成績を挙げた学生・団体を表彰



■ 経済学研究科

大 学 院
graduate school
学生定員

体系的な
教育カリキュラムの実践

　経済学部生全員が共通に学ぶ必修
科目と選択必修科目。そしてより高度な
専門教育科目へと、体系的に経済学を
勉強します。

徹底した少人数教育による
個性の尊重

　1年次から4年次まで、10人規模の演
習を全員が行います。少人数のため、学
生が発言する機会が格段に多くなり、お
互いに議論する機会も生まれます。3年
次と4年次の研究演習は2年間継続した
演習で、4年次には大学生活の集大成
と言える卒業論文の作成を行います。

情報・外国語教育の重視

　専任の教員が、講義や演習で、４年間
を通じて基礎的内容から専門的内容ま
で、情報・外国語学習を支援します。

  応用経済学科
真の「豊かさ」や「生活の質」を探究する

  国際経済学科
グローバル化する世界経済を分析する確か
な手法を身につける

高度専門職業人の養成

　現代社会のニーズに応える高度専門
職業人を養成するために、専門教育と
教養教育をバランスよく体系的に学習
できるカリキュラムを提供しています。

ゼミ教育の充実

　神戸商科大学時代からの伝統ある少
人数教育とゼミナール教育を重視し、１
年次から４年次までゼミを用意していま
す。大学生として必要なコミュニケーショ
ン能力を高めるとともに、専門分野の知
識を深めていき、最終的に卒業論文を執
筆します。

５年一貫教育の整備

　成績が優秀な学生に対しては、３年間
で学部を早期卒業して、会計研究科と経
営研究科の専門職大学院に進学できる
５年一貫教育の制度を整備しています。

実践的な語学教育の導入

　英語による講義科目やTOEICクラス
の設置、CALL（PCを使った自主的な英
語教育システム）の導入など、実践的な
国際対話能力を育成するための授業を
行っています。

  事業創造学科
21世紀を担う、新たな事業創造を目指す
「起業人」を育成する

   組織経営学科
経営組織をめぐる環境変化に対応できる人
材の育成を目指す

■ 会計研究科 　会計専門職専攻　80名（1学年40名）
■ 経営研究科 　経営専門職専攻　90名（1学年45名）
■ 経営学研究科 経営学専攻　博士後期課程 18名（1学年6名）

所 在 地  神戸商科キャンパス　神戸市西区学園西町８丁目２-１
学生定員　国際経済学科　　

800名（1学年200名）　　　　　応用経済学科

所 在 地  神戸商科キャンパス　神戸市西区学園西町８丁目２-１
学生定員　組織経営学科　　

920名（1学年230名）　　　　　事業創造学科

経済学専攻          博士前期課程 20名（1学年10名）　博士後期課程 15名（1学年5名）
地域公共政策専攻 博士前期課程 20名（1学年10名）

大 学 院
graduate school
学生定員
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■ 工学研究科　学生定員
電気物性工学専攻　博士前期課程 34名（1学年17名） 博士後期課程  12名（1学年4名）
電子情報工学専攻　博士前期課程 36名（1学年18名） 博士後期課程 15名（1学年5名）
機械工学専攻　博士前期課程 34名（1学年17名） 博士後期課程  12名（1学年4名）

先導的技術者の養成

　工学に共通する幅広い基礎科
目と実験・実習を重視した教育を行
い、種々の現象や事物の本質を見
極めることのできる能力と創造力を
養います。これにより、目まぐるしく進
展する技術革新に即応し、常に時
代をリードできる人材を育成します。

学部・大学院連携
カリキュラムの構築

　学部の工学基礎教育と博士前
期課程の高度専門教育を柔軟に
接続する学部・大学院連携カリキュ
ラムを構築しており、学部・大学院
一貫教育により広い視野と優れた
課題探求能力を兼ね備えた高度専
門技術者を社会に送り出します。

導入教育と就職指導の充実

　全教員が１年生を数名ずつ担任
する「パイロットゼミ」などの正課外
初年度教育を通して、工学に対する
興味、関心を啓発し、主体的、積極
的に学問に取り組む姿勢を導き出
します。また、就職担当教授は個々
の学生の適性に応じたきめ細かい
進路指導を行っています。

  機械・材料工学科
人にやさしい機械･新材料の設計をキーワードに新領域創成に
向けた技術者を育成します

  応用化学工学科 
新物質探索からプロセスデザイン、モノの基礎から工業化まで
見通せる技術者を育成します

  電気電子情報工学科
エネルギーから情報通信技術まで最先端の科学技術をリードす
る技術者を育成します

学際的な研究と教育の実践

　現代の科学技術は、既存の学問体系の
枠を越えて広がっています。本理学部では学
際領域に特に力を入れて研究・教育を行っ
ています。

最先端研究とそれを背景と
した高度な教育の推進

　次世代科学技術の基礎を担うために各
教員が最先端の研究を推進し、それを学生
諸君に実体験してもらうことによって教育を
行っています。

兵庫県の先端科学技術
振興を担う人材の育成

　全国有数の工業県である兵庫県の科学
技術の将来を担う人材を育てるため、ＳＰｒｉｎｇ
-８など県下の最先端研究施設と連携して教
育を進めています。

  生命科学科
生命現象への深い理解と洞察力を身につ
けた人材の育成を目指す

  物質科学科
物質の本質とメカニズムを追究し、総合的
に活用する柔軟な発想を学ぶ

■ 物質理学研究科　物質科学専攻 　博士前期課程 64名（1学年32名）　博士後期課程 33名（1学年11名）
■ 生命理学研究科　生命科学専攻　 博士前期課程 34名（1学年17名）　博士後期課程 9名（1学年3名）
 ピコバイオロジー専攻　5年一貫制博士課程 46名（1学年8名、3年次編入2名）

国際感覚と倫理観の涵養

　人文社会科学の知識を幅広く
学び人間としての高い倫理観の涵
養と異文化理解の深化を図るとと
もに、ＩＴや英語スキルなどグローバ
ル・コミュニケーションにも習熟し、国
際社会で活き活きと活躍できる素養
と基本的能力の向上に努めます。

材料・放射光工学専攻　 博士前期課程 36名（1学年18名） 博士後期課程 15名（1学年5名）
応用化学専攻　博士前期課程 30名（1学年15名） 博士後期課程  12名（1学年4名）
化学工学専攻　博士前期課程 30名（1学年15名） 博士後期課程  9名（1学年３名）

新２号館
(機械・物質系)

新３号館
(先端研究)

新１号館
(電気系)

新４号館
(工作実習)

新学生
サークル会館

所 在 地 　 姫路工学キャンパス　姫路市書写２１６７
学生定員 電気電子情報工学科 504名（1学年126名）　機械・材料工学科  504名（1学年126名）
 応用化学工学科　　  400名（1学年100名）

所 在 地  播磨理学キャンパス　赤穂郡上郡町光都3丁目2-1
学生定員　物質科学科　360名（1学年90名）　　　生命科学科　340名（1学年85名）

大 学 院
graduate school
学生定員

大 学 院
graduate school
学生定員

ものづくり拠点の機能向上！平成 35 年度までに 6棟建替え
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新本館
(管理、講堂、教室)

平成２９年１月新本館完成予定



■ 環境人間学研究科　環境人間学専攻　博士前期課程 60名（1学年30名）  博士後期課程 18名（1学年6名）

大 学 院
graduate school
学生定員

人間らしい暮らし、
それを支える豊かな環境

　少子高齢化、人口減少、コミュニ
ティ衰退、環境や災害のリスクといった
様々な困難に向き合いながら、「人間
らしい暮らし」と「持続的で豊かな環
境」とはどのようなものか、それをいかに
実現するかを探求します。

理系から文系にまたがる
幅広い専門分野

　1年次には人間の暮らしと環境の多
様な側面を幅広く学びながら自分の関
心や適性を見極めます。そして2年進
級時に6つのコースの中から自分に
あったところを選び、より深い専門力を
身につけていきます。
（食環境栄養課程は入試時に専門を
決定）

課題解決のための
コミュニケーション力を身につける
　地域の課題解決では、多様な立場、
専門、考えをもつ人たちどうしの協働が
不可欠。ここで求められるのがしっかり
とした専門と、それを協働の中で生かす
ためのコミュニケーション力。これを少
人数クラスでのディスカッションやフィー
ルドワークを積み重ねながら養います。

地域の現場で学び、実践力を養う
　フィールドワークやゼミの中で地域
に出て、人々の多様な暮らしに触れ、
課題解決に関わります。また、学部内
のエコ・ヒューマン地域連携センターと
先端食科学研究センターが地域の課
題解決に挑戦するチャンスを提供して
います。この中で本物の実践力と人間
性を養います。

命の尊さを学び、
人を守り支える

　生命の尊厳を理解し、人間の喜びと
苦しみを分かち合い、人権を尊重できる
豊かな人間性を養います。様々な健康
課題をもつ人 と々の出会いを通じて、
人として成長することを応援します。

幅広い教養と多くの出会い

　１年次は幅広い知識を吸収し、自分
の将来を考える試行錯誤の時期として
設定され、同時に1年次から専門科目
を配置し、看護を主体的に学ぶ姿勢を
培います。

恵まれた教育・研究環境での
豊かな可能性

　教員によるクラス担任制度、大学院
看護学研究科、地域ケア開発研究所
があります。
 看護師（全員）、保健師（全員）、助産
師の国家試験受験資格や養護教諭
一種免許取得が可能です。

■ 看護学研究科 　看護学専攻　博士前期課程 50名（1学年25名） 博士後期課程 12名（1学年4名）
 共同災害看護学専攻　5年一貫制博士課程 10名（1学年2名） 

所 在 地  姫路環境人間キャンパス　姫路市新在家本町１丁目１-12
学生定員　環境人間学科　　820名 （1学年205名）

大 学 院
graduate school
学生定員

  環境人間学科

人間の暮らしとそれを支える環境を
デザインできる人材を育成する
［6コース1課程］
環境システムコース
環境共生社会コース
環境デザインコース
食環境栄養課程

 
 

 

所 在 地  明石看護キャンパス　明石市北王子町13-71
学生定員　看護学科　　420名（1学年105名）
　　　　　

   看護学科
地域や国際社会の保健・医療・福祉の課題に柔軟に対応できる看護職
を育成する
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人間形成コース
国際教養コース
健康創造コース



最先端の研究を展開する4つの附置研究所を備え、
充実した環境の中、次代を担う最新の研究に取り組んでいます。

学術の理論と応用を追求し、より高度な専門性が求められる
職業を担うための深い学識と卓越した能力を養います。

政策科学研究所
地域課題に対し、先端的研究・地域協働型研究により的確な処方箋を機動的に提案しています。
高度産業科学技術研究所
光科学技術を中心とした先端的かつ独創的な研究を推進し、新しい産業技術基盤の創出を図っています。
自然・環境科学研究所
自然と環境に関する総合的な研究を行い、学術の発展および「自然と調和した人間社会」の創造に寄与します。
地域ケア開発研究所
研究所として、またＷＨＯ看護協力センターとして、人々の生活の中で健康を守るために、まちの保健室活動や
海外での看護活動、災害に強い地域づくりの活動・教育・研究を行っています。

教育改革や就職支援、社会貢献活動などを推進するため
全学機構を設置しています。
総合教育機構　
教養教育の再構築や入試改革などの教育改革、グローバル教育ユニットや防災教育ユニットの実施、学生・教
職員の国際交流、国際的な大学間連携による研究交流等に取り組みます。
学生支援機構
大学生の就職支援、奨学金、学生生活支援に取り組みます。
産学連携・研究推進機構
SPｒｉｎｇ-8等活用型研究拠点（ＣＯＥ）形成、競争的資金による先端研究の推進や産学連携の充実による研究
成果の活用に取り組みます。
地域創造機構
地域連携による知的資源の活用、大学COC事業、全県キャンパス事業、県民の生涯学習の機会提供などに取
り組みます。
学術総合情報センタ－
各キャンパスに学術情報館を有し、学術情報の収集・整理・保存・提供や大学の教育・研究などに係る情報化の
推進に取り組みます。

応用情報科学研究科　応用情報科学専攻
情報科学技術の「知の教育研究拠点」として未来を担う高度専門家を育成します。
シミュレーション学研究科　シミュレーション学専攻
シミュレーションを活かし、社会から自然まで現実的な課題の解決を目指す人材を養成します。

地域資源マネジメント研究科　地域資源マネジメント専攻
「地域資源マネジメント」という新たな学問領域を通して、地域社会に貢献する人材を育成します。
会計研究科　会計専門職専攻
会計基準、監査基準の国際的な標準化に対応できる高度会計専門職業人を育成します。
経営研究科　経営専門職専攻
高度な経営知識と確かな実践力を備えた、経営プロフェッショナルを育成します。
緑環境景観マネジメント研究科　緑環境景観マネジメント専攻
景観形成に関する理論と技術力で安らぎと活力に満ちた「緑環境」の高度専門職業人を育成します。

兵庫県立大学では、所属学部の専攻以外にも学びの機会を拡げるため、
副専攻及び特別教育プログラムを用意しています。
副専攻　
五国豊穣プログラム（ＣＯＣプログラム）
特別教育プログラム
・ 防災教育ユニット
・ コミュニティ・プランナー育成プログラム
・ グローバル教育ユニット

・ 開学記念日

・ 入学宣誓式
・ オリエンテーション
・ 前期授業開始
・ 履修登録・履修相談

・ 前期授業終了
・ 前期定期試験

・ 夏季集中講義
・ 夏季休業
・ オープンキャンパス

・ 履修登録・履修相談

・ 後期授業開始

・ 学位記授与式

・ 後期授業再開
・ 大学入試センター試験

・ 後期授業終了
・ 後期定期試験・ 大学祭

・ 関西六公立大学
　総合競技大会

・ 冬季休業

4月

5月

7月

8月

1月

2月

3月

9月
10月
11月

12月

春 夏 秋 冬

キャンパスの 1 年間

県及び県内11市町と連携し、地域課題の解決や新たな地域づくりを
支援するための6つのプロジェクトを展開し、地域の活性化を推進中

※COC : Center of Community

兵庫を見れば、日本が見えてくる。
兵庫県立大学ＣＯＣ事業（文部科学省補助事業）
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