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※文部科学省学校基本調査「学科系統分類表」に基づき分類
大学

人文科学

社会科学

理学

工学

農学

保健（医・歯学）

保健（医・歯学を除く）

商船

家政

教育

芸術

その他

臨床教育学部 教育学科
芦屋大学

臨床教育学部 児童教育学科

学部（学科）

経営教育学部 経営教育学科

http://www.ashiya-u.ac.jp

総合文化学部 国際コミュニケーションコース
大手前大学

学部（学科）

総合文化学部 国際文化コース
総合文化学部 史学コース

https://www.otemae.ac.jp/

現代社会学部 経営コース

国際看護学部 看護学専攻

メディア・芸術学部 芸術コース

現代社会学部 心理コース

メディア・芸術学部 メディアコース

保健医療学部 看護学科

教育学部教育福祉学科

人間科学部 人間心理学科

学部（学科）

http://www.kuins.ac.jp/

メディア・芸術学部 建築コース

現代社会学部 情報・コンピュータコース

経営学部 経営学科
関西国際大学

健康栄養学部 栄養学専攻

国際コミュニケーション学部 英語コミュニケーション学科

教育学部英語教育学科

現代社会学部 観光学科
現代社会学部 総合社会学科
社会福祉学部 社会福祉学科

関西福祉大学
https://www.kusw.ac.jp/

関西学院大学

看護学部 看護学科

教育学部 児童教育学科
教育学部 保健教育学科

学部（学科）

学部（学科）

神学部／神学研究科

社会学部／社会学研究科

理工学部／数理科学科

理工学部／人間システム工学科

文学部／文学研究科

法学部／法学研究科

理工学部／物理学科

理工学部／先進エネルギーナノ工学科

国際学部／国際学研究科

経済学部／経済研究科

理工学部／化学科

理工学部／環境・応用化学科

言語コミュニケーション文化研究科

商学部／商学研究科

理工学部／生命科学科

理工学部／生命医化学科

総合政策学部／総合政策研究科

理工学部／情報科学科

https://www.kwansei.ac.jp/

教育学部／教育学研究科

人間福祉学部／人間福祉研究科
経営戦略研究科

甲南大学

文学部 日本語日本文学科

法学部 法学科

理工学部 物理学科

文学部 歴史文化学科

経済学部 経済学科

理工学部 生物学科

経営学部 経営学科

理工学部 機能分子化学科

文学部 社会学科

フロンティアサイエンス学部 生命化学科

https://www.konan-u.ac.jp/ 学部（学科） 文学部 人間科学科

文学部 英語英米文学科

知能情報学部 知能情報学科

マネジメント創造学部 マネジメント創造学科
文学部 日本語日本文化学科
甲南女子大学

学部（学科）

https://www.konan-wu.ac.jp/

人間科学部 文化社会学科

看護リハビリテーション学部 看護学科

文学部 英語文化学科

看護リハビリテーション学部 理学療法学科

文学部 多文化コミュニケーション学科

医療栄養学部 医療栄養学科

人間科学部 生活環境学科

人間科学部 総合子ども学科

文学部 メディア表現学科

国際人間科学部 子ども教育学科

国際人間科学部 グローバル文化学科

人間科学部 心理学科
文学部 人文学科

法学部 法律学科

理学部 数学科

工学部 機械工学科

農学部 資源生命科学科

神戸大学

経済学部 経済学科

理学部 物理学科

工学部 電気電子工学科

農学部 生命機能科学科

海事科学部 海洋安全システム科学科

http://www.kobe-u.ac.jp/

経営学部 経営学科

理学部 化学科

工学部 情報知能工学科

農学部 食料環境システム学科

海事科学部 マリンエンジニアリング学科

理学部 生物学科

工学部 建築学科

理学部 地球惑星科学科

工学部 市民工学科

学部（学科）

医学部 医学科

医学部 保健学科

海事科学部 グローバル輸送科学科

国際人間科学部 発達コミュニティ学科

工学部 応用化学科
海事科学部 マリンエンジニアリング学科
国際人間科学部 環境共生学科

社会福祉学部 社会福祉学科
神戸医療福祉大学

社会福祉学部 健康スポーツコミュニケーション学科

学部（学科）
社会福祉学部 経営福祉ビジネス学科

http://www.kinwu.ac.jp/m/index.html

現代人間学部 英語観光学科
神戸海星女子学院大学

現代人間学部 心理こども学科

学部（学科）

https://www.kaisei.ac.jp/

神戸学院大学
https://www.kobegakuin.ac.jp/

人文学部 人文学科

法学部 法律学科

栄養学部 栄養学科

心理学部 心理学科

経済学部 経済学科

総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科

経営学部 経営学科

総合リハビリテーション学部 理学療法学科

現代社会学部 現代社会学科

総合リハビリテーション学部 作業療法学科

現代社会学部 社会防災学科

薬学部 薬学科

学部（学科）

グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科

芸術工学部 環境デザイン学科
神戸芸術工科大学

芸術工学部 プロダクト・インテリアデザイン学科

芸術工学部 ビジュアルデザイン学科

https://www.kobe-du.ac.jp/

学部（学科）

芸術工学部 映像表現学科
芸術工学部 まんが表現学科
芸術工学部 ファッションデザイン学科
芸術工学部 アート・クラフト学科
経済学部 経済経営学科

神戸国際大学

リハビリテーション学部 理学療法学科

経済学部 国際文化ビジネス・観光学科

学部（学科）

https://www.kobe-kiu.ac.jp/

外国語学部 英米学科
神戸市外国語大学

外国語学部 ロシア学科

http://www.kobe-cufs.ac.jp/

学部（学科）

外国語学部 中国学科
外国語学部 イスパニア学科
外国語学部 国際関係学科
外国語学部第２部 英米学科
看護学部看護学科

神戸市看護大学

学部（学科）

https://www.kobe-ccn.ac.jp/

神戸松蔭女子学院大学
https://www.shoin.ac.jp/

学部（学科）

文学部 英語学科

人間科学部食物栄養学科

文学部 日本語日本文化学科

人間科学部ファッション・ハウジングデザイン学科

文学部 総合文芸学科
人間科学部 心理学科
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教育学部 教育学科

人間科学部都市生活学科

大学

人文科学

社会科学

理学

工学

農学

保健（医・歯学）

保健（医・歯学を除く）

商船

家政

教育

文学部 英文学科
神戸女学院大学
https://www.shoin.ac.jp/

学部（学科）

学部（学科）

https://www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/

音楽学部 音楽学科

その他
人間科学部 環境・バイオサイエンス学科

文学部 総合文化学科
人間科学部 心理・行動科学科

文学部 日本語日本文学科
神戸女子大学

芸術

健康福祉学部 社会福祉学科

文学部 英語英米文学科

健康福祉学部 健康スポーツ栄養学科

家政学部 家政学科

看護学部 看護学科

家政学部 管理栄養士養成課程

文学部 教育学科

文学部 国際教養学科
文学部 史学科
文学部 総合文化学科

神戸親和女子大学

学部（学科）

発達教育学部 福祉臨床学科

発達教育学部 児童教育学科

発達教育学部 心理学科

発達教育学部 ｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ教育学科

https://www.kobe-shinwa.ac.jp/

保健科学部 医療検査学科
神戸常盤大学

教育学部 こども教育学科

保健科学部 看護学科

学部（学科）

保健科学部 診療放射線学科

http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

薬学部 薬学科
神戸薬科大学

学部（学科）

https://www.kobepharma-u.ac.jp/

現代社会学部／総合社会学科
神戸山手大学

現代社会学部／観光学科

学部（学科）

http://www.kobe-yamate.ac.jp/univ/index.html

神戸山手大学は、関西国際大学に学部譲渡し、2020年4月に関西国際大学現代社会学部が設置されます。
人間健康学部 総合健康学科
園田学園女子大学

人間健康学部 食物栄養学科

人間教育学部 児童教育学科

人間健康学部 人間看護学科

学部（学科）

https://www.sonoda-u.ac.jp/

看護学部 看護学科（大阪市北区）
宝塚大学

造形芸術学部 制作力創造学科（兵庫県宝塚市）
造形芸術学部 想像力創造学科（兵庫県宝塚市）

学部（学科）

https://www.takara-univ.ac.jp/

東京メディア芸術学部 メディア芸術学科（東京都新宿区）

保健医療学部 理学療法学科
宝塚医療大学

保健医療学部 柔道整復学科

学部（学科）

http://www.tumh.ac.jp/

保健医療学部 鍼灸学科
和歌山保健医療学部 リハビリテーション学科(2020年4月開設予定）

看護学部 看護学科
姫路大学

教育学部 こども未来学科

学部（学科）

http://himeji.koutoku.ac.jp/

人間社会学群 国際言語文化学類
姫路獨協大学

人間社会学群 現代法律学類

医療保健学部 理学療法学科

人間社会学群 産業経営学類

医療保健学部 作業療法学科
医療保健学部 言語聴覚療法学科

https://www.himeji-du.ac.jp/

学部（学科）

医療保健学部 臨床工学科
薬学部 医療薬学科
看護学部 看護学科
現代ビジネス学部 現代ビジネス学科

兵庫大学

学部（学科）

http://www.hyogo-dai.ac.jp/

看護学部 看護学科

健康科学部 栄養マネジメント学科

健康科学部 健康システム学科

生涯福祉学部 社会福祉学科
生涯福祉学部 こども福祉学科

薬学部 医療薬学科
兵庫医療大学
https://www.huhs.ac.jp/

看護学部 看護学科

学部（学科）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 理学療法学科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 作業療法学科
学校教育学部

兵庫教育大学

学部（学科）

https://www.hyogo-u.ac.jp/

兵庫県立大学
https://www.u-hyogo.ac.jp/index.html

学部（学科）

経済学部 国際経済学科

理学部 物質科学科

工学部 電気電子情報工学科

経済学部 応用経済学科

理学部 生命科学科

工学部 機械・材料工学科

経営学部 組織経営学科

看護学部 看護学科

工学部 応用化学工学科

経営学部 事業創造学科
国際商経学部 国際商経学科
商学部 経営学科
流通科学大学

商学部 マーケティング学科

https://www.umds.ac.jp/

経済学部 経済学科
学部（学科）

経済学部 経済情報学科
人間社会学部 人間社会学科
人間社会学部 観光学科
人間社会学部 人間健康学科
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環境人間学部 環境人間学科

短期大学・短期大学部

人文

社会

教養

工業

農業

保健

商船

家政

歯科衛生学科（3年制） 2020年4月新設
大手前短期大学

教育

芸術

その他

芸術

その他

ライフデザイン総合学科

学部（学科）

https://college.otemae.ac.jp/

保育科
聖和短期大学

学部（学科）

https://www.kwansei.ac.jp/seiwa_j_college/

総合生活学科
神戸女子短期大学

幼児教育学科

食物栄養学科

学部（学科）

https://www.yg.kobe-wu.ac.jp/jc/

口腔保健学科
看護学科通信制課程

神戸常盤大学短期大学部

学部（学科）
http://www.kobe-tokiwa.ac.jp/univ/

生活文化学科

幼児教育学科

園田学園女子大学短期大学部

学部（学科）
https://www.sonoda-u.ac.jp/index.asp

保育科第一部
兵庫大学短期大学部

保育科第三部

学部（学科）

http://www.hyogo-dai.ac.jp/

高等専門学校

人文

社会

教養

工業

農業

保健

商船

機械工学科
明石工業高等専門学校
http://www.akashi.ac.jp/

電気情報工学科
学部（学科）

都市システム工学科
建築学科
専攻科
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家政

教育

