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　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…

　平成29年2月1日、本学の高度産業科学技術研究所で
研究する寺西信一特任教授が日本人として初めてとなる
クイーンエリザベス工学賞の受賞が発表されました。
　研究開発してきたイメージセンサの基本機能、発明し
た埋込式フォトダイオードの原理等の確立により、スマー
トフォンやカメラの性能が上がり、カメラの高画質化と小
型化につながったことが評価されました。
　この技術を応用し、膜タンパク質の構造解析を行うX
線イメージセンサ等の共同開発に取り組み、創薬の開発
に取り組んでいます。

　姫路工学キャンパスでは、先端工学・産学連
携拠点の形成を目指し、本館や研究棟等の建
替工事を実施していますが、建替工事完成第１
号となるＡ棟が平成２９年１月に竣工しました。
　Ａ棟には学務課をはじめとする事務局や、
５８０名を収容できる大講義室等を設け、真新
しい環境で快適に講義を受けられます。
　今後も、平成３５年度までに研究棟やサーク
ル会館等の５棟の建替を順次行いますので、
研究や部活動、サークル活動に集中できる環
境が整備されます。

姫路工学キャンパス建替工事　A棟（管理・講義棟）完成

同窓力を活かし全国平均を上回る就職率！

兵庫県立大学 ９８．２％
　全国平均就職率　97.4％（平成28年 4月現在（全国平均は文部科学省・厚生労働省調べ））

地域貢献度調査（平成27年時点） 　

     公立大学トップ！
放射光施設「NEW SUBARU」の所有

公 立 大 学 唯 一 ！
先端光科学研究・教育拠点を形成

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

減災復興政策研究科の開設！
これからの減災復興政策を担うリーダーを養成

日本人初の快挙！
クイーンエリザベス工学賞
受賞決定！

ご 入 学 お め で と う ご ざ い ま す
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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
皆様にも、心からお祝い申し上げます。
　兵庫県立大学は、前身である神戸商科大学、姫路工業大学、兵庫県立看
護大学の伝統を受け継ぎ、現在、6学部、14大学院研究科、４附置研究所、附
属中学校、附属高等学校を擁する全国屈指の公立総合大学となっています。
　キャンパスは、国際都市神戸をはじめ、姫路、播磨科学公園都市、明石、淡
路、豊岡と兵庫県内各地に広がっています。このような地の利を活かし、また隣
接する世界最先端の研究基盤や地域資源などを活用して特色ある教育・研
究・地域貢献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欲しいと思い
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、国際交流など様々
な事に積極的に挑戦し、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、国際社
会や地域社会で活躍する人間性豊かな見識を備え、新たなステージへ踏み
出せるよう、兵庫県立大学は全力で支えてまいります。本学において、皆さんの
青春時代が一層その輝きを増し、実り多きことを願っております。

兵庫県立大学学長  太田 勲

高度産業科学技術研究所  寺西 信一 特任教授

「 未 来 はここに 、
  世 界とともに 、
  　 兵 庫 県 立 大 学 」

Official Announcementの様子（左からMichael Tompsett, 寺西信一, Eric Fossum）

スマートフォン

イメージ
センサ

コンパクトデジタルカメラ

一眼レフデジタルカメラ

カムコーダ（ビデオカメラ）

監視・防犯カメラ

放送用カメラ

南東外観

新入生へのメッセージ

　ご入学おめでとうございます。みなさんそれぞれの抱
負を抱いておられると思います。その抱負よりももっと
広い範囲のことに興味を持たれることで抱負に一歩で
も近づけると思っています。「授業」は授けられるという
漢字が入っていますが、みなさんの取組次第で能動的
になります。教室の外にも刺激的で興味深いことが山の
ようにあります。

イメージセンサの応用製品例

クイーンエリザベス工学賞
　イギリスが工学分野でのノーベル賞
を目指して平成25年に創設され、2年に
1度の割合で画期的な技術革新によっ
て世界に恩恵をもたらした技術者を表
彰しています。
　年内にバッキンガム宮殿で行われる
授賞式で、エリザベス女王から親授され
ます。
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やま の ゆう

山野 優さん
弓道部（姫路支部）女子主将
理学部（平成29年3月卒業）

やま した も な

山下 萌菜さん
経営学部3年生（平成29年度） 被災地復興の伴奏者として

　東日本大震災の被災地、特に津波･放射線被災地である福島県相馬市周辺
の支援をはじめ、兵庫の地域再生･防災活動へも企画・運営者として参加していま
す。また、公立大学学生ネットワーク“LINKtopos”にも加わり、公立大学の役割で
もある地域貢献に積極的に関わっています。それらの活動を通して「現場で活きる
力=現場力」、「コミュニケーションスキル」を培い、メンバーの学生も被災地や地元
兵庫の方 と々一緒になって前進しています。

● 活動のきっかけや目標
　2011年の東日本大震災の被災地を支援するため、県立大学・東日本大震災
支援本部の学生ボランティア派遣メンバーの有志が集まって、2011年１２月に結
成されました。
　一過性の支援活動に終わらず、継続した支援を行えるよう、メンバーの支援スキ
ルを磨き、自らの成長、同じ思いを持つ仲間（リーダー）を育てることを目標に結成さ
れた団体です。

● 活動に参加して感じた変化
　当初は「被災地で何をするべきか」を模索していましたが、「被災地で何かをし
た」とは思えませんでした。活動を続けるうちに、被災者から、“継続して来てくれたこ
とで元気になり、前に進む力につながった!!”と言われました。つまり、【継続支援から
生まれた信頼関係（絆）】が被災地を励ましています。これからも、被災地に寄り
添った継続支援をして行こうと思います。

● 弓道を始めたきっかけは？
　高校入学時は、テニス部に入部予定でした。テニスコートに向かう途中に弓道
場があり、たまたま見学に行ったのがきっかけです。先輩方が袴で的に向かう凛とし
た姿に見惚れ、入部を決めました。弓道の技術だけでなく、作法や精神面も大切に
する点が気に入り、大学でも弓道部に入部しました。
　弓道だけでなく部活動全般で言えることだと思いますが、緊張する場面を経験し
ていることで、日常生活での成長を感じます。試合では緊張する中で、自分の実力
を発揮しなければなりません。学校生活でもプレゼンや発表で緊張しますが、弓道
の試合での緊張と比べれば大したことはないと思えます。また、自分が緊張したとき
にどういった失敗をしやすいのか、どうしたらリラックスできるのか、などの情報も得る
ことができます。

● 今後の目標を教えてください。
　私は大学院に進学します。大学で取り組んだ研究とは、大きく異なる研究内容
の研究室へ配属予定です。新しい環境でこれまでと異なる分野を学ぶことになり、
想像している以上に、忙しい大学院生活になると思います。しかし、厳しいからこそ
自分を成長させられると考え、大学で学んだことを生かし、楽しみながら大学院生活
を送りたいと考えています。
　具体的な目標はこれから探していきますが、大学院卒業後は、商品を開発する側
の職に就きたいと考えています。

的を見据えて、一生懸命！

● グローバル教育ユニットに入った理由は？
　中学生の頃から海外への憧れと国際交流に興味があり、大学入学後は積極的
にそのような機会を作り、英語の勉強を頑張ろうと思っていました。このユニットで
は、英語だけでなくグローバル教養を深める授業もあると聞き、迷うことなく応募しま
した。最初は漠然としていた動機でしたが、後に自分を作っていく核となったのがこ
のグローバル教育ユニットでした。

● グローバル教育ユニットを通じて成長したと感じたことは？
　このグローバル教育ユニットが私を大きく変えました。自分がどんなことに興味が
あって、将来どんな人間になりたいのか、自分自身で考え、チャンスを掴み、行動でき
るようになりました。それによって自分に自信を持つこともできました。そして、何よりも
同じような志を持つ仲間との出会いが本当に大きく、切磋琢磨しあってこのユニット
を修了したかけがえのない仲間となりました。

● 学生生活において、今後の目標を教えてください。
　広い視野を持ち、多様性を受け入れることができる人になれるよう、失敗を恐れ
ず何事にも挑戦してみること。それは、グローバル教育ユニットの海外研修でフィリ
ピンへ行ったことで、思わぬところに自分の興味があったことを知った経験があるか
らです。3年生の後期からは、日本語教師のアシスタントとして、半年間インドネシア
に滞在予定です！

● 卒業後の進路はどういった方面を目指していますか？
　グローバル教育ユニットをきっかけに、日本語を学ぶ外国人留学生と積極的に
交流していく中で、日本語教師という夢を見つけ、今勉強している最中です。

出会えた！ 叶えたい夢 被災地の復興を支援！  

◎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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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！！  
              

被災地支援!

TOPI
CS

リーディン
グ

大学院

LAN（Leaders’ Active Network）
 のみなさん

兵庫県立大学学生災害復興支援団体

福島県新地町での農業復旧支援（ジャガイモの作付け）

津波啓発のため、防潮壁に地元の人たちと描画（南あわじ市阿万）

平成26年

兵庫県学生
弓道選手権

大会

女子団体
個人とも準優勝

国土地理院

防災アプリ大賞受賞
（平成28年）

 た なか けん いち ろう

田中 健一郎さん
応用情報科学研究科  政策経営情報科学コース
博士前期課程（平成29年3月卒業）

● アプリ「ハザードチェッカー」の開発をしたきっかけは？
　一人ひとりが普段からハザードマップで危ないところを確認して、災害発生時に
適切・迅速な行動を取ることができれば被害を最小限に食い止めることができると
考え、全国どこでも誰でも簡単に使える防災Webアプリケーションを開発しました。

● アプリの開発を通じて学んだことは？
　アプリ開発の醍醐味は、自分のつくったものを他の人に使ってもらい、評価をも
らえることでしょう。開発の際には自分の伝えたい情報がどうすれば相手にうまく伝
わるのかを常に意識するようにしました。そうした習慣はアプリ開発外でも大いに役
立つことであり、発想力や情報伝達力が磨かれたのではないかと思います。

アプリを使って自助！

人生の転機

★ハザードチェッカー
URL http://urx3.nu/zk2F

Webページで
誰でも利用可能

グローバル教育ユニットのオリエンテーションキャンプ

フィリピンの海外研修で子どもと遊ぶ



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

　治療やケアが必要な人々は、病院だけでな
く地域の中でもたくさん生活しています。そのよ
うな方 を々、災害が発生したときにどのように支
えればよいのか研究しています。在宅で療養し
ている方とご家族をはじめ、訪問看護ステー
ションやケアマネジャー、ヘルパー、主治医など
がどのようにつながって力を合わせればよいの
か、3つのワーク「チームワーク」「ネットワーク」
「フットワーク」の視点で調査を行っています。3
つのワークは減災や克災だけでなく、地域包括
ケアの推進を可能にします。

　在宅看護、家族看護、災害看護を担当しています。
　在宅看護論では、家で療養する人 と々その家族を支援する看護や在宅サービスを提
供するしくみについて講義します。訪問看護の立場だけでなく、病院や施設から家、家から
施設というように療養場所を移行するときの支援についても考えます。療養者本人と家
族の思いを尊重した“生き方・逝き方”を一緒に考えましょう。

研究内容

こういう授業です

こういう授業です

  こ   ばし    しょうじ

小橋 昌司
工学研究科　教授
先端医工学研究センター長

　当センターでは、兵庫県立大学が持つ新材料
創生技術、極小のセンサやアクチュエータを作る
微細加工・ＭＥＭＳ技術、人工知能、シミュレーショ
ン、信号画像処理などの情報処理技術などを医療
ヘルスケアに応用した新しい医工学機器システム
の研究開発を行っています。医工学機器開発には
様々な専門技術が必要なので、工学部、理学部、看
護学部、環境人間学部など６０名以上の教員が同
センターに属しています。同センターのサテライトラボ
を姫路駅神姫バスターミナル横の姫路ターミナルス
クエアに設置し、多くの医師や企業の方が来られ、
産学官一体で共同研究を進めています。これから各
学科で勉強し、その成果を基に、ぜひ一緒に新しい
医工学機器の研究開発を行いましょう。楽しみにし
ています。

　工学部電気電子情報工学科で主にコンピュータ関連の授業を担当しています。研究では病院
で撮影されるＭＲＩ画像やレントゲン画像をコンピュータで解析するシステム開発を行っています。そ
れら豊富な経験を基に、「使えるプログラミング」の習得を目指し、また一人でも多くの「プログラミ
ング好き」を増やすことを目標とした授業をしています。さらには、国際大学対抗プログラミングコン
テストへの挑戦や、学生ベンチャーを起業するような意欲ある学生を積極的に応援しています。

こういう授業です
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おお の

大野かおり
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

テーマ     ・ 災害時のリスク低減につながる在宅ケア
 ・ 地域包括ケア推進のための看護の役割

研究内容

テーマ     ・ 人工知能と情報セキュリティ

新入生へのメッセージ
　色々な経験をして、人としても成長してほし
いと思います。看護師はさまざまな年代の、
色々な背景や価値観をもった方々を対象にし
ます。看護の対象の思いを尊重しつつ、プロと
しての責務が果たせる看護師をめざしてくだ
さい！

新入生へのメッセージ
　大学では自分が興味ある科目のみでは
なく、様々な科目を受けます。卒業後は
色々な進路に進みますが、どのような進路
においても、一つの専門だけができる「Ｉ
型人間」では他との差別化がなされませ
ん。そこで有利なのが、幅広い分野の知識
を持ちつつ専門分野を持つ「Ｔ型人間」、
それに加えて複数の専門分野を持つ「π
型人間」です。それら異分野の専門知識を
融合することで画期的なアイデアが生ま
れます。ぜひ色々なことに興味をもって取
り組んでください。

新入生へのメッセージ
　皆さんが、本学理学部に入学するまでには、それぞれい
ろいろな経緯があり、また夢と現実の間で思い悩んできた
ことと思います。しかし、皆さんの将来を明るくするのは、
今居る場所（大学）ではなく、今の皆さん自身（気持ち）で
す。何事にも前向きに取り組んで行くことが一番大事だと
思います。この播磨の地（理学部）で、世界中で『あなたが初
めて知ることになる』生命活動の原理を追求しましょう。

　20世紀以降人類の化石燃料の消費は年々増
加し、短期間に地球環境を大きく変化させたと考え
られています。化石燃料に替わるエネルギー源の獲
得および環境保全の観点から、近未来には水素エ
ネルギーを利用する社会の構築が必要と言われて
います。本学の「次世代水素触媒共同研究セン
ター」は、高価な希少金属の白金等に代わる革新
的な水素触媒の開発を目指しています。そのために
30億年を超えて地球上に創り出されてきた巧妙な
生物システムの理解と利用も含めて、学内・学外、さ
らには海外の研究機関との共同研究を一体的、効
率的に実施することを目的として平成25年に設立
されました。

先端医工学研究センターについて

 ひ   ぐち よし   き

樋口 芳樹
生命理学研究科　教授
次世代水素触媒共同研究センター長

　情報科学の基礎を教える講義と、米国の大学
と両方に籍をおく学生さんに専門的な暗号理論を
教える講義を主に担当しています。応用情報科学

研究科は、情報科学を応用するモチベーションと熱意はあるものの、情報科学を正式に
勉強したことはないという学生さんが多く入学してきます。そのような学生さんに、限られた
時間で、情報科学とは何かをなんとなくでも感じ、修士論文の研究の過程で自律的に情
報科学に取り組んでいけるイナーシャ（惰力）をもってもらうことを目的にしています。そのた
め、授業は、独自に作成したワークブックを用い、Googleのページのランク付けなど、身近
なサービスの裏側を勉強するなどの工夫をしています。

こういう授業です

新入生へのメッセージ
　4月になると自分が大学に入学した頃を思い
出します。受験勉強から解放された安堵と、これ
から勉強・体験することへの期待で一杯でした。
残念なことに永久には続きませんが…。皆さん
には、励起状態にある今こそ、新しいことに積極
的に取り組んでもらえたらと思います。受験を突
破した勢いで走り続けて下さい！

　人工知能の基礎の研究に十年近く取り組んで来ました。人工知能というと、囲碁・将棋や自
動運転、ロボットなど、華やかな応用に目が行きがちですが、私はその下支えとなる基礎技術を研
究しています。実は、人工知能はディープラーニングだけではないし、医療や情報セキュリティな
ど、玄人肌の応用領域が豊富です。最近、偽サ
イトを98%超の精度で自動判別して、詐欺を事
前に防ぐ技術を、兵庫県警・楽天と協力して開
発し、NHKニュース、Yahoo!ニュース、各紙で
報道されましたが、私の研究室で開発した新し
い人工知能の技術の応用例のひとつです。

 しん    　 よし ひろ

申　吉浩
応用情報科学研究科　教授

次世代水素触媒共同研究センターについて

講 義 名  ：  構造生物学 Ⅰ　（理学部３年生前期 開講）
講義内容 ： 生物の細胞内のタンパク質の立体構造と機能の関係を知り、それら
が生命活動を維持するためにどのようなメカニズムで各々の役割を果たしている
のかを分子の世界で理解します。具体的には、タンパク質の立体構造が作り上げ
られる原理や分類を紹介した後、いくつかのタンパク質について立体構造の特徴
を考察します。

センターが目指す
「次世代水素エネルギー社会」
◆化石燃料依存をできるだけ低減
◆自然エネルギーを水素として貯蔵



■ 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。

充実した教育プログラム

　グローバル・ビジネスの現場を学ぶ絶
好の機会である東南アジア研修、兵庫
県下の企業で本格的な就業体験ができ
る地域インターンシップ、優秀な学生を対
象とした選抜型語学研修など、実践的な
プログラムを実施しています。

   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）

■ 工学研究科　学生定員
電気物性工学専攻　博士前期課程 50名（1学年25名） 博士後期課程    9名（1学年3名）
電子情報工学専攻　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）
機械工学専攻　博士前期課程 50名（1学年25名） 博士後期課程    9名（1学年3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 50名（1学年25名） 博士後期課程 12名（1学年4名）
応用化学専攻　博士前期課程 50名（1学年25名） 博士後期課程    9名（1学年3名）
化学工学専攻　博士前期課程 50名（1学年25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  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

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）

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

大 学 院
graduate school
学生定員

大 学 院
graduate school
学生定員

 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

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

7 8

A棟(管理・講義棟)
平成２９年１月完成



■ 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、保健師、助産師（選択制）の
国家試験受験資格や養護教諭一種
免許（選択制）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

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、グローバル教育や防災教育の実施、学生・教職員の国際交流
等に取り組みます。
学生支援機構
大学生の就職支援、奨学金の支給、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、COC+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。
減災復興政策研究科　減災復興政策専攻
震災の経験と教訓、復興の知見を活かし、これからの減災復興政策を担う人材を育成します。
会計研究科　会計専門職専攻
会計基準、監査基準の国際的統一化に対応できる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）
・ グローバルリーダー教育プログラム（GLEP）
・ 防災教育ユニット
特別教育プログラム
・ コミュニティ・プランナー・プログラム（CPプログラム）

・ 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）

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し、職業創
造ができる看護職を育成する

「う米ぜ！」製造の研修「う米ぜ！」製造の研修

9 10

人間形成コース
国際教養コース
健康創造コース
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