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へ」を掲げ、国立大学の機能強化の方向
性に応じた3つの枠組みにおいて「世界
最高水準の教育研究」を行う16大学に選
定。世界と競うグローバルな大学を目指し
ています。
　なかでも、日本初の文理融合型の独立
大学院として、2016年4月に設置された
のが「科学技術イノベーション研究科」
です。ここでは、神戸大学がフラッグシッ
プ研究と位置付ける4つの自然科学分野
「バイオプロダクション」「先端膜工学」
「先端IT」「先端医療学」において、アント
レプレナーシップ教育との融合により、グ
ローバル市場で事業を創造できる理系人
材の育成を目指しています。
　武田廣学長は、同研究科のねらいにつ
いて次のように説明します。
　「従来、大学の研究成果は研究室レベ
ルに留まりがちでした。しかし、神戸大学
には、研究成果の事業化プロセスをデザイ
ンできる社会科学系の知が蓄積されてい
ます。文理のバランスのとれた本学だから
こそできる挑戦であると言えるでしょう」
　さらに、神戸大学発ベンチャー企業の
事業戦略、財務戦略、知財戦略などを総
合的に支援する「株式会社科学技術アン

トレプレナーシップ（STE社）」との連携に
より、将来的に大学に利益を還元するシ
ステムの構築も動き始めています。
　一方、ポートアイランド地区では、サイ
エンスクラスターの中核機関としての役
割を担う「神戸大学先端融合研究環統
合研究拠点」が世界水準の研究を展開。
スーパーコンピュータ「京」との連携もそ
の一つです。
　「隣接する理化学研究所計算科学研究
機構では、『京』の100倍の計算性能を持
つ次世代機の開発が進んでいます。大規
模かつ高精度のシミュレーションで、現代
社会や科学分野の重要課題の解決に向
けた運用が期待されます。なかでも本学
が力を入れていきたいのがビッグデータ
の解析です。これは今後、文理融合研究
の大きな柱になっていくだろうと考えてい
ます」と武田学長。
　また、同地区で日本最大のバイオメディ
カルクラスターを形成する神戸医療産業
都市との連携を一層強化。2013年に、産
官学が一体となって国際基準に適合した
次世代抗体医薬等の製造技術を研究開
発する「次世代バイオ医薬品製造技術研
究組合」が発足。2015年にアネックス棟

文理融合・分野融合により
世界的な教育研究拠点を形成

　1902（明治35）年に開設された神戸
高等商業学校を起源とする神戸大学は
今日、「人文・人間科学系」「社会科学系」
「自然科学系」「生命・医学系」の4大学
術系列の下に10学部15大学院と2つの
専門職大学院、1研究環、1研究所、医学
部附属病院と多数のセンター群を擁し、
全国有数の規模を誇る総合大学として発
展しています。
　2015年には新たなビジョン「先端研
究・文理融合研究で輝く卓越研究大学

に開設した「神戸GMP施設」が実用化試
行の拠点として稼働しています。
　さらに今春開院した「神戸大学医学部
附属国際がん医療・研究センター」が、グ
ローバルに成果を発信していく診療・研
究・教育の新たな拠点として注目を集め
ています。

「グローバル・ハブ・キャンパス」
として国際的な学術交流を促進

　神戸大学は、「自ら地球的課題を発見
し、その解決にリーダーシップを発揮でき
る人材」の育成に向けた教育改革を積極
的に推進しています。
　学士課程教育においては、4年間を通じ
て教養教育と専門教育を有機的に連携し
たカリキュラムを編成し、全学部の学生が
卒業時に身につけるべき共通の能力を「神
戸スタンダード（2）」として定めています。
　2016年度からは、前期・後期の授業
期間をそれぞれ半分に分け、各８週で授
業を行う「クォーター制」を導入。短期集
中的な学修が可能になるとともに、1つ
のクォーターと長期休暇を組み合わせた
「ギャップターム」を活用することで、「神
戸グローバルチャレンジプログラム（3）」な
どの学外活動に参加した上で、4年間で
卒業することができます。
　「学生の皆さんには、若いうちにぜひ国
外から日本を眺めてほしい。世界の中で自
分がどういう立ち位置にあるのかが分か
れば、強力なモチベーションとなるに違い
ありません。本学にはそうしたチャンスや
仕組みが揃っています」（武田学長）。
　海外主要大学と連携した多彩な教育プ
ログラムも、国際教育総合センターを中
心に推進しています。特に重点地域であ

るEU圏と連携し、EU研修修了証プログ
ラム、EUエキスパート人材養成プログラ
ムを実施。ブリュッセル（ベルギー）、北京
（中国）、ハノイ（ベトナム）、ポーランド、
ホノルル（アメリカ）に海外拠点を展開し、
同窓会が13カ国で活動するなど、学生・
研究者が国際的に行き来するネットワー
クの強化を図っています。

実践型教育で「グローバル共生社
会」の実現に貢献する人材を育成

　現代社会には環境、災害、民族、宗教、
経済格差、人権、教育、社会福祉など、地
球規模の喫緊の課題が山積しています。
こうしたグローバルイシューを多角的に捉
え、深い人間理解をもって解決しうる「協
働型グローバル人材」を育成するため、既
存の国際文化学部と発達科学部を改組
し、今春開設したのが「国際人間科学部」
です。カリキュラムには、海外研修とフィー
ルド学修に学生全員が参加する「グロー
バル・スタディーズ・プログラム」を組み込
むとともに、文理の枠を超えて複数の専門
分野を体系的に学んでいきます。
　日本を代表する高エネルギー物理学の
研究者として、ノーベル賞の対象となった
ヒッグス粒子の発見に、アトラス実験を通じ
て多大な貢献を果たした経験から、武田学
長は次のようにメッセージを送っています。
　「学問を文系、理系と分けて考えるので
はなく、幅広い視野で、さまざまな問題に
主体的に取り組める総合力、人間力、発信
力を養ってほしい。そして、授業では教員
にどんどん質問をし、ぶつかってきてくだ
さい。大学の素晴らしいところは、そうした
インタラクションができるところだというこ
とです」
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国際的なフィールドで行う
多彩な活動を通して、
グローバル人材に必要な
「課題発見・解決能力」とは
何かを学ぶ

NOTES

武田廣学長
（たけだ・ひろし）

　世界と日本をつなぐ港湾都市・神戸の地に115年の歴史を刻む神戸大
学は、学生数1万6000人を超える規模を誇り、社会科学系分野・自然科
学系分野双方に強みを有する総合大学として発展しています。
　2015年には武田廣学長のもと、神戸大学ビジョン「先端研究・文理
融合研究で輝く卓越研究大学へ」を策定しました。昨年4月に開設した「先
端融合研究環（1）」を軸に、新たな学術領域の開拓と研究成果の社会実装
を一体的かつ戦略的に推進。海外の大学・研究機関との重層的な連携を
さらに強化することで、世界各地から優秀な人材が集まり、世界へ飛び
出していく「ハブ・キャンパス」としての機能を飛躍的に高めています。
　なお、2019年度入試からは「『志』特別入試」を導入し、地球的諸課
題の解決に先導的役割を担う人材の育成を目指します。

国際都市・神戸から世界に飛翔する
卓越した教育研究拠点として
文理融合イノベーションを強力に推進

神戸大学
改 革 力
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⑴ 先端融合研究環
　新たな大学ビジョン「先端研究・文理融合
研究で輝く卓越研究大学へ」を実現するた
め、これまで個別に活動してきた「自然科学
系先端融合研究環」、「社会科学系教育研究
府」「統合研究拠点」を再編統合し、2016年
4月に設置。学長のリーダーシップのもと、
文理の枠を超えた一体的かつ戦略的な先端
融合研究をプロジェクトベースで推進し、フ
ラッグシップ研究の発展と新たな学術領域
の開拓、研究成果の社会実装を目指す。

⑵ 神戸スタンダード
　全学部生が卒業時に身につけるべき共通
の能力として定めたもの。他分野の基本的
なものの考え方を学び、自分の専門と他の
学問体系との違いを理解する「基礎教養科
目」と、多文化理解や複数の学問分野にまた
がる地球的課題について学ぶ「総合教養科
目」を1・2年次で学修。3・4年次では「高度教
養科目」を学び、4年間を通じて「複眼的に思
考する能力」「多様性と地球的課題を理解す
る能力」「協働して実践する能力」を身につけ
ることを学修目標としている。

⑶ 神戸グローバル
 チャレンジプログラム
　文部科学省「大学教育再生加速プログラ
ム」（テーマⅣ）採択事業。1・2年生の1つの
クォーターを「チャレンジターム」として設定
し、グローバルインターンシップや課題研究
フィールドワークなど、国際的なフィールド
で学生が行う自主的な活動に単位を授与す
るプログラム（左上図参照）。

神戸大学の教育改革

神戸スタンダード

課題発見・解決型グローバル人材の育成学事暦の工夫：クォーター制の導入
ギャップターム活用の例
4月

第1クォーター

授業履修

第2クォーター

事前学修 事後学修学外学修期間

チャレンジターム

夏季休業
前　期

5月 6月 7月 8月 9月

卒業時

入学時

複眼的に
思考する能力

多様性と地球的課題を
理解する能力

協働して
実践する能力

クォーター制導入 初年次セミナー導入教養教育の改革

チームワーク力 自己修正力 課題挑戦力

国際的なフィールドでの学外学修
フィールドワーク、インターンシップ、
海外サマースクール

水準3

水準2

水準1

水準0

プログラム参
加学生が最終
的に身に付け
る3つの能力
をルーブリッ
クで測定

【1～2年生】
グローバル
チャレンジ実習

【3～4年生】
留学等、

更なるチャレンジ

主体的な
学びの
動機づけ

主体的な
学修の促進

神戸グローバルチャレンジプログラム

○「志」特別入試（AO入試）
　グローバル社会の諸課題に挑戦する高い
志を持つ学生を見出すため、2019年度入試
から実施予定。
　募集人員は７学部の計48名。センター試
験は課さず、第１次選抜で書類審査、模擬講
義、総合問題等を行い、最終選抜では小論
文、面接等により多面的・総合的に主体的な
取り組みを評価する。
　11月下旬に合否を発表するため、受験の
機会が拡大。
　合格者には12月から入学前教育を行う。


