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Ⅰ　教育研究組織
１　全学の設置学部・学科・大学院研究科等（2016年４月１日現在） （表１）

学科等の名称 開設年月日 所　在　地

1952年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号

文化歴史学科 2003年4月1日 同上

総合心理科学科 2003年4月1日 同上

文学言語学科 2003年4月1日 同上

社会学科 1960年4月1日 同上

法律学科 1948年4月1日 同上

政治学科 1948年4月1日 同上

1948年4月1日 同上

1951年4月1日 同上

数理科学科 2009年4月1日 兵庫県三田市学園２丁目１番地

物理学科 1961年4月1日 同上

先進エネルギーナノ工学科 2015年4月1日 同上

化学科 1961年4月1日 同上

環境・応用化学科 2015年4月1日 同上

生命科学科 2009年4月1日 同上

生命医化学科 2015年4月1日 同上

情報科学科 2002年4月1日 同上

人間システム工学科 2009年4月1日 同上

総合政策学科 1995年4月1日 同上

メディア情報学科 2002年4月1日 同上

都市政策学科 2009年4月1日 同上

国際政策学科 2009年4月1日 同上

社会福祉学科 2008年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号

社会起業学科 2008年4月1日 同上

人間科学科 2008年4月1日 同上

教育学科 2013年4月1日 兵庫県西宮市岡田山７番54号

（幼児・初等教育学科） 2009年4月1日 同上 2013年度募集停止

（臨床教育学科） 2009年4月1日 同上 2013年度募集停止

国際学科 2010年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号国際学部

人間福祉学部

教育学部

総合政策学部

経済学部

商学部

理工学部

学部等の名称 備　考

学
士
課
程

神学部

文学部

社会学部

法学部
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専攻等の名称 開設年月日 所　在　地 基礎となる学部等 備考

神学専攻〈博士課程前期課
程〉

1952年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号 神学部

神学専攻（博士課程後期課
程）

1954年4月1日 同上 神学部

文化歴史学専攻〈博士課程前
期課程〉

2007年4月1日 同上 文学部

文化歴史学専攻〈博士課程後
期課程〉

2007年4月1日 同上 文学部

総合心理科学専攻（博士課程
前期課程）

2007年4月1日 同上 文学部

総合心理科学専攻（博士課程
後期課程）

2007年4月1日 同上 文学部

文学言語学専攻（博士課程前
期課程）

2007年4月1日 同上 文学部

文学言語学専攻（博士課程後
期課程）

2007年4月1日 同上 文学部

社会学専攻（博士課程前期課
程）

1961年4月1日 同上 社会学部

社会学専攻（博士課程後期課
程）

1961年4月1日 同上 社会学部

法学・政治学専攻（博士課程
前期課程）

2004年4月1日 同上 法学部

政治学専攻（博士課程後期課
程）

1959年4月1日 同上 法学部

基礎法学専攻（博士課程後期
課程）

1954年4月1日 同上 法学部

民刑事法学専攻（博士課程後
期課程）

1963年4月1日 同上 法学部

経済学専攻（博士課程前期課
程）

1950年4月1日 同上 経済学部

経済学専攻（博士課程後期課
程）

1954年4月1日 同上 経済学部

商学専攻（博士課程前期課
程）

1953年4月1日 同上 商学部

商学専攻（博士課程後期課
程）

1961年4月1日 同上 商学部

数理科学専攻（博士課程前期
課程）

2009年4月1日 兵庫県三田市学園２丁目１番地 理工学部

数理科学専攻（博士課程後期
課程）

2011年4月1日 同上 理工学部

物理学専攻（博士課程前期課
程）

1965年4月1日 同上 理工学部

物理学専攻（博士課程後期課
程）

1967年4月1日 同上 理工学部

化学専攻（博士課程前期課
程）

1965年4月1日 同上 理工学部

経済学研究科

商学研究科

理工学研究科

社会学研究科

法学研究科修
士
・

博
士
課
程

大学院研究科等の名称

神学研究科

文学研究科
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専攻等の名称 開設年月日 所　在　地 基礎となる学部等 備考

化学専攻（博士課程後期課
程）

1967年4月1日 同上 理工学部

生命科学専攻（博士課程前期
課程）

2004年4月1日 同上 理工学部

生命科学専攻（博士課程後期
課程）

2006年4月1日 同上 理工学部

情報科学専攻（博士課程前期
課程）

2006年4月1日 同上 理工学部

情報科学専攻（博士課程後期
課程）

2006年4月1日 同上 理工学部

人間システム工学専攻（博士
課程前期課程）

2013年4月1日 同上 理工学部

人間システム工学専攻（博士
課程後期課程）

2013年4月1日 同上 理工学部

総合政策専攻（博士課程前期
課程）

1999年4月1日 同上 総合政策学部

総合政策専攻（博士課程後期
課程）

2001年4月1日 同上 総合政策学部

言語コミュニケーション文化
専攻（博士課程前期課程）

2001年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号
言語教育研究セン

ター
言語コミュニケーション文化
専攻（博士課程後期課程）

2003年4月1日 同上
言語教育研究セン

ター
人間福祉専攻（博士課程前期
課程）

2008年4月1日 同上 人間福祉学部

人間福祉専攻（博士課程後期
課程）

2008年4月1日 同上 人間福祉学部

教育学専攻（博士課程前期課
程）

2009年4月1日 兵庫県西宮市岡田山７番54号 教育学部

教育学専攻（博士課程後期課
程）

2009年4月1日 同上 教育学部

国際学専攻（博士課程前期課
程）

2014年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号 国際学部

国際学専攻（博士課程後期課
程）

2014年4月1日 同上 国際学部

先端マネジメント専攻（博士
課程後期課程）

2008年4月1日 同上 なし

専攻等の名称 開設年月日 所　在　地 基礎となる学部等 備考

法務専攻 2004年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号 なし

経営戦略専攻 2005年4月1日 大阪府大阪市北区茶屋町19番19号アプローズタワー14階 なし

会計専門職専攻 2005年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号 なし

経営戦略研究科

専
門
職

学
位
課
程

大学院研究科等の名称

司法研究科

経営戦略研究科

人間福祉研究科

教育学研究科

国際学研究科

総合政策研究科

言語コミュニケーション
文化研究科

修
士
・

博
士
課
程

大学院研究科等の名称
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　 附置研究所・附属病院等等の名称 開設年月日 所　在　地

1992年4月1日 兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号

2010年4月1日 同上

1997年4月1日 同上

1999年4月1日 同上

2010年4月1日 同上

1995年4月1日 同上

1934年4月1日 同上

2011年4月1日 同上

2005年1月17日 同上

2008年4月1日 同上

［注］１　学部・学科、大学院研究科・専攻、研究所等ごとに記載してください（通信教育課程を含む）。

　　　２　教養教育科目、外国語科目、保健体育科目、教職科目等を担当する独立の組織や、附置研究所、附属病院等がある場合には、「その他」の欄に
　　　　　記載してください。

　　　３　学生募集を停止している学部・学科等はその名称を（　）で括り、備考欄に募集停止した年度を記入してください。

　　　４　学部、研究科等が名称を変更している場合、届出による設置の場合、申請年度（2016年度）から学生受け入れを開始する場合、文部科学省に
　　　　　設置申請中の場合は、備考欄にその旨を記載してください。

　　　５　大学院研究科・専攻については、基礎となる学部・学科等の名称を、「基礎となる学部」欄に記入してください。

日本語教育センター

災害復興制度研究所

先端社会研究所

共通教育センター

人権教育研究室

産業研究所

そ
の
他

備　考

言語教育研究センター

高等教育推進センター

キリスト教と
文化研究センター

1967年6月「キリスト教主義教育研究室」設
置、1997年4月改組

教職教育研究センター


