
－⼊学予定者・保護者向け－ 神⼾⼤学 学⽣⽣活 オリエンテーション

神⼾⼤学における学修について

神⼾⼤学理事・副学⻑
藤 ⽥ 誠 ⼀

神⼾⼤学副学⻑
齋 藤 政 彦
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神⼤うりぼーだよ。
しんだい

⼤学での学びとは 〜学習から学修へ〜

学修とは「主体的に取り組む学び」のことです。

⾼校までの「学習」の基本は、与えられた内容を習得
することでした。これに対して⼤学での「学修」では、
⾃ら課題を発⾒し解決に向けて努⼒する姿勢が必要
となります。

▶ 「受け⾝の学習」から「主体的な学修」への⼀歩を
踏み出しましょう。
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１年間の流れ 〜クォーター制〜
前期(4⽉〜9⽉)･後期(10⽉〜3⽉)の授業期間を
それぞれ半分に分け、各８週で授業を⾏います。

週1回⼜は週2回8週の授業による
集中的な学修を可能とするとともに、
学⽣が特定のクォーターを「ギャップターム」として設定し、
短期留学や海外インターンシップなどの学外活動に
参加しやすい環境を提供しています。
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4年間の流れ(六甲台地区)
全学共通授業科⽬・⾼度教養科⽬・専⾨科⽬

卒業するために修得すべき授業科⽬と
単位数、履修可能な科⽬、各科⽬を履修する学年・学期については、
新⼊⽣ガイダンスで配付される「学⽣便覧」に掲載されています。

どの科⽬を
履修すれば
よいの？
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4(6)年間の流れ(医学部・海事科学部)
全学共通授業科⽬・⾼度教養科⽬・専⾨科⽬
保健学科の例

卒業するために修得すべき授業科⽬と
単位数、履修可能な科⽬、各科⽬を履修する学年・学期については、
新⼊⽣ガイダンスで配付される「学⽣便覧」に掲載されています。

1年次で履修

どの科⽬を
履修すれば
よいの？
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1年次第1クォーター・第2クォーターで
履修する授業科⽬

科⽬区分等 履修対象者 履修開始時期

全学共通授業科⽬
基礎教養科⽬ 全員 第2クォーター

総合教養科⽬ 全員 第2クォーター

外国語科⽬ 全員 第1クォーター

情報科⽬ 全員 「情報基礎」は第1クォーター

健康・スポーツ科学 学部(学科)により異なる 第1クォーター

共通専⾨基礎科⽬ 学部(学科)により異なる 第1クォーター

専⾨科⽬ 全員 第1クォーター

全学部の学⽣を対
象として
⽉曜⽇から⽊曜⽇に
鶴甲第1キャンパスで
⾏う授業

所属学部のキャンパスで⾏う授業
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初年次セミナーは、全学⽣が
第1クォーターに履修します。



▶進級・卒業・履修登録単位数の上限に関することは、
所属学部の教務担当係に問い合わせてください。

全学共通授業科⽬とは
授業科⽬のうち、基礎教養科⽬、総合教養科⽬、外国語科⽬、情報科⽬、
健康・スポーツ科学、共通専⾨基礎科⽬などの全学部に共通する授業科⽬を、
全学共通授業科⽬といいます。

全学共通授業科⽬に関することについては、
学務課共通教育グループで
受け付けています。
(鶴甲第1キャンパス K棟1階)
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共通教育グループ
窓⼝業務時間

平⽇
8:30〜11:30

12:30〜17:00

11:30〜12:30
は⼊室できません

神⼾スタンダードとは

全学部学⽣を対象とする教養教育において
神⼾⼤学の学⽣が卒業時に⾝につけるべき共通の能⼒

▶複眼的に思考する能⼒ 基礎教養科⽬
専⾨分野以外の学問分野について
基本的なものの考え⽅を学ぶことを通して複眼的なものの⾒⽅を⾝につける

▶多様性と地球的課題を理解する能⼒ 総合教養科⽬
多様な⽂化、思想、価値観を受容するとともに、
地球的課題を理解する能⼒を⾝につける

▶協働して実践する能⼒ ⾼度教養科⽬
専⾨性や価値観を異にする⼈々と協働して課題解決にあたる
チームワーク⼒と困難を乗り越え⽬標を追求し続ける⼒を⾝につける
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「神⼾スタンダード」達成度チェックリスト
「神⼾スタンダード」の３つの能⼒が、卒業までに、どの程度⾝についたか
⼊学時から毎年確認するためのチェックリストです。

初年次セミナーの
授業・共通教材で
確認しよう！
(共通教材
16ページ・48ページ)
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3 つの能力 能力の要素 
レベル0 

スタート 

レベル1 

気づき・関心 

レベル2 

理解・深化・実践 

レベル3 

振り返り・知見 

複眼的に思考する能力 

 
専門分野以外の学問分野
について 基本的なもの
の考え方を学ぶことを通
じて、複眼的なものの見方
ができること 

専門分野以外の学問
分野について、基本
的なものの考え方を
身につけている。 

専門分野以外の学問分
野について、その基本的
なものの考え方を、ほと
んど知らない。 

同左 いくらか知っ
ている。 

同左 理解を深めつつ
ある。 

同左 自分なりの言葉
で表現できる。 

 
 

複眼的なものの見方
ができる。 

複眼的に思考する習慣
は、ほとんどついていな
い。 

同左 重要だと実感
している。 

同左 少しずつ身につ
いている。 

同左 実践から得られ
た知見を自分なりの言
葉で表現できる。 

多様性と地球的課題を 

理解する能力 

 
世界の多様な文化、思想、
価値観を 受容するとと
もに、地球規模の課題の本
質を理解すること 

世界の多様な文化、
思想、価値観を受容
している。 

世界の多様な文化、思
想、価値観について、ほ
とんど知らない。 

同左 いくらかの関
心を抱いている。 

同左 その関心を日常
生活や日々の学修に活
かしている。 

同左 実践から得られ
た知見を自分なりの言
葉で表現できる。 

地球規模の課題につ
いて理解している。

地球規模の課題につい
て、あまり考えたことが
ない。 

同左 いくらかの関
心を抱いている。 

同左 その関心を日常
生活や日々の学修に活
かしている。 

同左 実践から得られ
た知見を自分なりの言
葉で表現できる。 

協働して実践する能力 

 
専門性や価値観を異にす
る人々と 協働して課題
解決にあたるチームワー
ク力と、困難を乗り越え目
標を 追求し続ける能力
のこと

専門性や価値観を異
にする人々と協働し
て課題解決にあたる
チームワーク力を身
につけている。 

専門性や価値観を異に
する人々と協働して課
題解決に取り組んだ経
験は、ほとんどない。 

同左 協働して課題
解決に取り組むこと
を重要だと実感して
いる。 

同左 協働して課題解
決に取り組むことを日
常生活や日々の学修で
実践している。 

同左 実践から得られ
た知見を自分なりの言
葉で表現できる。 

困難を乗り越え目標
を追求し続ける能力
を身につけている。

困難な目標にチャレン
ジしてきた経験は、ほと
んどない。 

同左 チャレンジす
るための計画を立て
たことがある。 

同左 計画を実践した
ことがある。 

同左 実践から得られ
た知見を自分なりの言
葉で表現できる。 

「初年次セミナー」のねらい
▶新⼊⽣が教員や他の学⽣との対話を通じ、各学問分野において
⼤学⽣として必要となる⾃律的な学びの姿勢を育む
▶全学部共通の項⽬に加えて各専⾨分野のイントロダクションを学ぶ
▶アカデミックルールやマナーを知る
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「初年次セミナー」は、全学部
の１年⽣が、⼊学してすぐに履修
する新⼊⽣向け導⼊セミナーだよ。
うりぼーポータルに「初年次セミ

ナー共通教材」を掲載しているから、
⼤学での学修イメージをつかむため
に、⼊学前に必ず読んでおこう。

初年次セミナー共通教材

学⼠課程を通じた学修⽬標と学修計画を⽴てよう



パソコン必携
⾼度情報化社会において必要とされるICTの⼗分な能⼒を⾝につける

《 活 ⽤ 例 》
・アクティブラーニング授業
・外国語科⽬におけるインタラクティブ授業
・学修⽀援システム(BEEFなど)を利⽤した授業
・講義資料の事前配付
・レポートの作成、提出 など

授業でパソコンを利⽤することがありますので、教員の指⽰があった場合には持参できるように、
⼊学までにパソコンをご準備ください。

うりぼーポータルで、スペック等の情報を確認してください。 (スライド16ページ）
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「情報基礎」
第1回⽬の授業は、
パソコン必携だよ。
全学⽤無線LANに
接続するよ。

その時までに、
パソコンのセットアップ、
OSのアップデートを⾏い、
充電しておこう。

講堂

Ⅱ-263 Ⅰ-102

主に⾦曜
各キャンパス

16系統・106系統の
「六甲ケーブル下」⾏きに
乗⾞し、バス停「神⼤
(しんだい)国際⽂化学

研究科前」で下⾞
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どこで学ぶか
鶴甲第1キャンパス

鶴甲第1キャンパス
つるかぶと 主に⽉曜〜⽊曜

Ⅰ-230Ⅰ-232
Ⅰ-332



⾦曜は
各学部キャンパス
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⾨衛所
⻑い階段

ｃ
バス停（神⼾市バス36系統）
「神⼤本部⼯学部前」

武道場
第⼀体育館
第⼆体育館

グラウンド
(緊急避難場所)

テニスコート

ハンド
ボール
コート

E棟
・国際⼈間
科学部

化学実験室

K棟

このドアから⼊ると、
全学共通授業科⽬の担当事務係
学⽣⼊室可能時間は、
8:30〜11:30、12:30〜17:00

全学共通
授業科⽬
の掲⽰板

・学⽣センター
課外活動,奨学⾦,

授業料免除など
・証明書⾃動発⾏機

⽣
協
本
部

L
棟

M
棟

B棟B棟B棟

F
棟

C棟

N
棟

D棟

A棟

1階
・全学共通授業科⽬の
電光掲⽰板(休講など)

・教科書の販売場所

学⽣会館
（学館）

⾺場

⾄ 法学部・
経済学部・
経営学部

⾄ ⼯学部・⽂学部・
農学部・理学部

＜帰り＞
バス停（神⼾市バス16系統・106系統）
「神⼤国際⽂化学研究科前」

＜⾏き＞
バス停（神⼾市バス16系統・106系統）
「神⼤国際⽂化学研究科前」

2階〜4階 図書館

1階 ラーニングコモンズ
コンビニ(4/5(⾦)から営業)

地階 ⾷堂

地階 購買

⾄ 六甲ケーブル下
（六甲⼭⽅⾯）

・キャンパスライフ⽀援センター
（障害を理由とした学⽣の修学⽀援の相談）

この奥へ⾏くと、
・教科書リスト配付場所(4⽉初旬のみ)
・外国語科⽬の⾔語・クラス分け発表の掲⽰板(4/4(⽊)〜)
・全学部の掲⽰板 (国際⼈間科学部グローバル⽂化学科を除く)
・全学共通授業科⽬の電光掲⽰板（休講など）

鶴甲第1キャンパス
⽉曜〜⽊曜は主に

4⽉は特に混雑します。
満員で乗⾞できないことも
ありますので、時間に余裕
を持って通学しましょう。

本⽇お持ちでない⽅は、神⼾⼤学
ホームページの「新⼊⽣の皆さんへ」に
掲載していますのでご覧ください。
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新⼊⽣の皆さん
へ



学⽣への連絡事項は、主として学内掲⽰板
により伝えることとしています。
登校後、まず掲⽰板を⾒る習慣を⾝につけて

ください。

ただし、学内掲⽰板の掲載案内の通知、
緊急事項及び個⼈情報等掲⽰に不向きな事項に関しては、
教務情報システム「うりぼーネット」の掲⽰板システムや
電⼦メールを活⽤する場合があります。

学⽣への通知及び連絡⽅法
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「うりぼーポータル」と「うりぼーネット」

うりぼー
ポータル

・⼊学前でも⾒ることができる。
・授業や学⽣⽣活についての
情報を掲載しています。

うりぼー
ネット

・⼊学後に⾒ることができます。
・授業の履修⼿続きや成績の
確認ができます。

ID、パスワードが必要
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⼊学前に
「うりぼーポータル」を⾒てみよう！
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⼊学前に読む
「初年次セミナー共通教材」

・神⼾スタンダード
・「神⼾スタンダード」達成度チェックリスト
・全学共通授業科⽬

1年⽣から
参加できる
海外プログラム

・休講(授業が休み)はどうやって知る？
・インフルエンザにかかったら、どうしたらよい？

準備するパソコンの情報 ⼊学前に
「新⼊⽣の⽅へ」
というメニューを
⾒ておこう

⼊学後にパスワードをもらったら、
「うりぼーネット」を⾒てみよう！

スマートフォンの画面に
切り替えられる
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履修とは？
⼤学ではどの授業科⽬を取るかを⾃分で選択します。

• ⾃分の履修する授業科⽬を決めて、指定された期間内に「うりぼーネット」を
使ってその授業科⽬を登録します。

• 「全学共通授業科⽬」の履修についての詳細は、『全学共通授業科⽬履修
案内(2019年度⼊学⽣⽤)』をよく読んでください。
(国際教養教育院>全学共通授業科⽬>新⼊⽣のみなさんへ) 

• 履修する授業科⽬の登録⽅法
(4種類)
①履修登録
②抽選登録
③事前登録
④その他
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第1Ｑと第2Ｑに履修する授業科⽬を確認する
(『履修登録⼀覧(提出⽤)』を作成する)

①所属学部の学⽣便覧
・⼊学後に配付されます。
・⼤学の規則やルールを記載して
いる冊⼦です。

②授業時間割表 ・⼊学後に配付されます。
③シラバス 授業科⽬のテーマや内容、教科

書、成績評価の⽅法などを確認
することができます。
・⼊学前でも「学外公開⽤」シラ
バスを⾒ることができます。

・⼊学後は「うりぼーネット」で⾒る
ことができます。

⼀部の学部(学科)では
作成が指⽰されません。
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神⼾⼤学英語外部試験
⾃分の英語能⼒を知る

1年次後期の英語科⽬の特別クラスの選抜や単位授与に活⽤しますので、
必ず受験してください。
試 験 ⽇ 平成31年４⽉7⽇(⽇)
試験会場 神⼾⼤学鶴甲第1キャンパス(神⼾市灘区鶴甲1丁⽬2-1)
試験の種類・試験時間

全員受験だよ

学部 外部試験の種類 入室開始 試験開始 終了予定

文学部 TOEFL‐ITP 9:15 9:30 12:00

国際人間科学部 TOEFL‐ITP 9:15 9:30 12:00

法学部 TOEIC L&R‐IP 9:15 9:30 12:00

経済学部 TOEIC L&R‐IP 13:45 14:00 16:30

経営学部 TOEIC L&R‐IP 13:45 14:00 16:30

理学部 TOEIC L&R‐IP 9:15 9:30 12:00

医学部(医学科・保健学科) TOEFL‐ITP 13:45 14:00 16:30

工学部 TOEIC L&R‐IP 9:15 9:30 12:00

農学部 TOEFL‐ITP 13:45 14:00 16:30

海事科学部 TOEIC L&R‐IP 13:45 14:00 16:30
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英語特別クラスの履修と単位授与
英語外部試験で⾼得点を取得した学⽣は、
スコアを、「英語特別クラスの履修」または「英語必修科⽬の単位授与」の
どちらかに活⽤することができます。

▶英語特別クラス(Accelerated Course in English, ACE)
・原則としてネイティブ教員が担当
・1クラス25名程度の少⼈数クラス
・総合的な英語スキルの育成を⽬指し、より⾼度なレベルの指導

▶英語必修科⽬の単位授与
・基準スコアを取得した学⽣の希望により
1年次後期に開講する
必修科⽬の単位を授与

対象となる試験・基
準スコア

TOEFL-ITP 560以上
TOEFL-iBT 83以上
TOEIC L&R (-IP) 800以上
IELTS 6.0以上
英語検定 1級

単位授与される授
業科⽬

１年次後期配当科⽬
＊医学部医学科を除く。
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神⼾⼤学の英語教育と⽬標設定
〜神⼾⼤学で学ぶアカデミック・イングリッシュ〜
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学修の⽬標(例)

▶⻑期留学
▶グローバル企業への
就職を⽬指す

▶専⾨論⽂を読み、英語
で議論する

▶短期留学
▶サマースクール
▶インターンシップ

▶神⼾GCP参加
（国際機関での研修、
海外フィールドワーク、
短期インターンシップ）

TOEIC(TOEFL)
スコア⽬安

第1
階層

第2
階層

第3
階層

基礎英語

ベーシック・コース科⽬

■Academic English Literacy A1,A2,B1,B2
■Academic English Communication A1,A2,B1,B2 
基盤的・汎⽤的アカデミックスキルの育成を中核とした
英語教育コア・プログラム

専⾨科⽬(基礎)

専⾨分野を英語で学ぶ
ための基礎科⽬

実践英語

⾼度教養科⽬
■外国語セミナーA,B,C,D(英語)
さまざまな分野・テーマについて英語
で学ぶことを通して、実践的英語運⽤
⼒を⾝につける

専⾨科⽬(中級)

英語で開講される専⾨科⽬・
⾼度教養科⽬

上級英語

アドバンスト・コース科⽬
■Advanced English Online 1,2
■Advanced English (海外研修)
より⾼度な英語運⽤⼒を⾝につけたい学⽣が、
特定のスキルに焦点をあてて学ぶ

専⾨英語（上級）

特別プログラム科⽬・協定校への
留学プログラム・サマースクール
など

＜専⾨分野を英語で学ぶ＞＜英語のスキルを学ぶ＞

800
(90)

700
(75)

600
(65)

英語特別クラス
■Academic English Literacy

B1,B2 (選抜上級クラス)
■Academic English 

Communication B1,B2
(選抜上級クラス)

海外留学・海外学修活動

海外留学や海外での学修活動は、外国語運⽤⼒の向上だけでなく、海外の学⽣との
交流など、⽇本国内では味わえない体験を通じて、皆さんの視野を広げることができます。
さまざまな留学・学修活動の⽅法がありますので、⾃分の⽬的に合った計画を⽴てましょう。
例：協定校への交換留学、海外外国語研修、海外インターンシップ等

▶海外留学全般の問合せ先
国際交流課（国際教育総合センター２階）

１〜2年次⽣対象プログラム(全学部⽣対象)
・神⼾グローバルチャレンジプログラム
・海外外国語研修（英語・ドイツ語）
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(海外外国語研修の例)
2018年度ワシントン⼤学研修
研 修 先：アメリカ合衆国 ワシントン⼤学
プログラム：Short-term English Language Program 

(UW, STEP)
課外活動：FIUTS Friday Night Event 参加、

Nikkei Manor 訪問、シアトル市内⾼校訪問、
スターバックス焙煎⼯場⾒学、
シアトル市内研究所訪問 など



神⼾⼤学⽣の海外学修活動

▶海外オフィス
中国事務所(2008)、ブリュッセル・オフィス(2010)、ハノイ連絡拠点(2015)、
ポーランド拠点(クラクフ)(2015)、北京外国語⼤学国際共同研究拠点(2016)、
ホノルル拠点(2016)、バベシュ・ボヨイ⼤学国際協⼒センター(ルーマニア)(2018)、
上海交通⼤学⽂理融合国際共同研究拠点(2018)

▶海外同窓会
韓国(1989)、台湾(1995)、中国(2006)、ベトナム(2008)、
インドネシア(2008)、タイ(2009)、シンガポール(2010)、マレーシア(2010)、
欧州(2011)、ミャンマー(2011)、ラオス(2012)、モンゴル(2014)、カンボジア(2016)
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海外学修活動（2017年度） (⼈)
協定校への交換留学 142
海外外国語研修 33
海外インターンシップ 31
その他(部局独⾃のプログラムなど) 754

合 計 960

神⼾グローバルチャレンジプログラム
1・2年⽣が、1つのクォーターや⻑期休暇を「チャレンジターム」として設定し、
国際的なフィールドで学修活動を⾏うプログラム。
▶ 学外学修活動での主体的な学びを通じて、その後の⼤学での

学びを深めるきっかけを得る
▶ 3・4年⽣での海外留学等、国際的なフィールドでのさらなる活動

にチャレンジすることを⽬指す
▶ 総合教養科⽬「グローバルチャレンジ実習」の単位を授与

4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉
前 期

夏休み
第1クォーター 第2クォーター

授業履修 ←チャレンジターム→

チャレンジタームを利⽤して
⾃分の可能性を追求しよう!

学びの効果
●学びの動機付け
●主体的な学修の促進
●国際的なフィールドでの更なる
活動にチャレンジする精神を育成

●英語運⽤⼒の向上
1・2年⽣

チャレンジターム

卒業時

3・4年⽣
留学・

インターンシップ

プログラム参加学⽣が
最終的に⾝につける
3つの能⼒

●チームワーク⼒
●⾃⼰修正⼒
●課題挑戦⼒

⽔準３

⽔準２

⽔準１

⽔準０

モンゴル
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神⼾グローバルチャレンジプログラム説明会
⽇時:4⽉22⽇(⽉)〜25⽇(⽊)12:30〜13:00
場所:鶴甲第1キャンパス Ｂ棟109

「グローバルチャレンジ実習」コースの例
説明会の様⼦

メキシコ
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ニューヨーク

⼊学時から学べる
特⾊ある実践型教育プログラム

神⼾⼤学数理・データサイエンス標準カリキュラムコース
(⽂学部・国際⼈間科学部・法学部・経済学部・経営学部・理学部・⼯学部・
農学部・海事科学部)
数理・データサイエンスのスキルとデータから新しい価値を⽣み出し、第4次産業⾰
命を牽引するデータイノベーション教育を推進します。AI、ビッグデータ、IoTによる
世界的なデータ駆動型社会が到来しつつある中、神⼾⼤学の学⽣に、数理・
データサイエンスの基礎的能⼒を⾝に着けてもらうコースです。数学科⽬、統計科
⽬、情報科⽬、データサイエンス科⽬(全学共通授業科⽬「データサイエンス⼊⾨
A,B」、「データサイエンス概論A,Ｂ」など)から所定の単位を修得することにより、
数理・データサイエンス標準カリキュラムコース修了の認定書が授与されます。
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神⼾⼤学ＥＳＤコース(全学部)
環境、貧困、平和、⼈権、福祉、健康問題などの幅広い
観点を組み込んだ「持続可能な開発のための教育ESD)」を、
アクション・リサーチの⼿法によって全体的に理解するとともに、
その担い⼿を育成するためのコースです。
所定の単位を修得することによりESDコース修了の認定書が
授与されます。 ESD: Education for Sustainable Development

フィールドワーク



ご清聴ありがとうございました。
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