
重要 
２０２０年３月博士課程前期課程修了予定者 各位 

 

２０２０年３月修了予定者の氏名，生年月日の確認 

及び進路等調査票等の提出について 

 

１．氏名，生年月日の確認 

教務係窓口にて２０２０年１月３１日（金）までに自分の氏

名（ふりがな・ローマ字），学生証に記載された生年月日が正

しいか確認し，サインをしてください。 

今回確認した氏名，生年月日にて学位記を作成します。 

 

２．進路等調査票・論文閲覧に関するアンケート・ 

修了時アンケートの提出 

教務係窓口もしくは郵送にて２０２０年１月３１日（金）ま

でに進路等調査票・論文閲覧に関するアンケート・修了時アン

ケートを記入の上，提出してください。 

進路等調査票は，進路決定の有無にかかわらず，修了予定者

全員が提出する必要があります。 

 

上記書類は教務係窓口および法学研究科 HP にて配布してい

ます。 

２０１９年１１月２９日 

法学研究科教務係 



                                                            ２０１９年１１月２９日 

 

修了予定者 各位 

 

法学部・法学研究科 

 

２０２０年３月修了予定者の進路等調査について（ 依頼 ） 

 

 神戸大学では、卒業生、修了生、在学生及び教職員の間の連携と相互交流を深め、社会に高く評価される神戸大学コ

ミュニティの育成と発展を目指しています。この進路等調査によって得られました情報は、本学の就職・進路の貴重な

統計データとなるとともに、今後、神戸大学及び各同窓会と皆さんをつなぐ重要な資料となります。 

 ついては、上記の本調査の趣旨をご理解いただき、別紙調査票にご記入の上、下記により提出願います。 

 

記 

 

１．提 出 先 ：  法学部・法学研究科係 

 

２．提出期限 ： ２０２０年１月３１日（金） 

 

３．調査票の利用目的 

 

 （１）大  学 

    調査票に記載されている情報は、大学の基本資料として保管し、各種進路調査や各種統計資料として、大学案

内、学部案内等の印刷物への掲載に活用します。ただし、学籍番号・氏名・住所・電話番号等の個人情報を掲載

することは一切ありません。 

    また、卒業(修了)生と大学との密接な関係の維持を目的として、大学から卒業(修了)生へのお知らせや案内の

送付に活用します。 

    そのほか、大学の教育改革等に資するため、卒業(修了)生の方々へ各種アンケート調査等を実施する際に活用

する場合があります。 

 

 （２）学友会及び学部別同窓会 

    卒業(修了)後、社会で活躍される卒業生相互の交流などの同窓会活動のために、情報提供に同意された卒業(修

了)生の進路先等の情報を、神戸大学学友会及び学部別同窓会(次ページ参照)に提供いたします。 

 

   ・学友会及び学部別同窓会では以下の目的で活用します。 

    【在学生に対する就職支援情報の提供、各学部同窓会との連携、会報の送付、事業の案内、同窓会名簿

の作成と送付、会費の徴収、加入案内 】 

    なお、同窓会未加入の方が、今回の調査票での情報提供の同意によって、同窓会へ加入したことにはな

りませんので、加入手続きについては別途行うようお願いします。 

 

  ※ 上記以外にあなたの情報を利用する必要が生じた場合は、改めて同意を確認します。 

 

４．情報の管理 

   調査票に記載されている情報は、大学では「神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針」に沿い、厳正に管

理します。なお、神戸大学学友会及び学部別同窓会では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、同様に厳正に管

理します。 

注）「神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針」は、神戸大学のＨＰで参照することができます。 

【 Home→大学について→個人情報の開示等→神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針 】 



 【 参 考 】 

 

 ○神戸大学学友会について 

・神戸大学には、１０学部・１４研究科からなる９同窓会があります。 

・神戸大学学友会は、これらの同窓会の連合体として組織されており、各学部同窓会の会員 

が相集い、各同窓会相互の交流を図るとともに、神戸大学の発展に協力しています。 

  

○学部・研究科別同窓会 

文窓会  （文学部・人文学研究科） 

紫陽会       （国際人間科学部・国際文化学部・国際文化学研究科・発達科学部・ 

人間発達環境学研究科） 

一般社団法人 凌霜会（経済学部・経済学研究科・経営学部・経営学研究科・法学部・法学研究科・ 

国際協力研究科） 

くさの会  （理学部・理学研究科） 

一般社団法人 神緑会 （医学部医学科・医学研究科） 

就進会  （医学部保健学科・保健学研究科） 

一般社団法人 神戸大学工学振興会 （工学部・工学研究科・システム情報学研究科） 

六篠会  （農学部・農学研究科） 

海神会  （海事科学部・海事科学研究科） 

 

 



 
ふりがな

氏    名

公認

非公認

 

固定電話

携帯以外の
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

電      話

e-mail

進学別コード ※別紙分類一覧表により当該コード番号（数字2桁）を必ず記入願います。

職業別コード 産業別コード

　　　※配属等が未定の場合は本社所在地を記入願います。

電     話

内容

内容別コード ※別紙分類一覧表により当該コード番号（数字2桁）を必ず記入願います。

１． 該当する全ての項目について丁寧に記入し、記入もれのないよう注意してください。未定の場合は「未定」とご記入ください。
２． 卒業（修了）までに連絡先等の変更が生じた場合、又は提出時に未定の事項があった場合は、確定次第、速やかにこの調査票の

 　　提出先にご連絡願います。        

※　 以下については、神戸大学学友会及び学部別同窓会への情報提供についての同意確認です。

イ ：在学中の所属・学籍番号・氏名・性別

　（この場合、最低限必要な基本情報が提供されないため、将来にわたって同窓生としての把握が不可能となります。）

ロ ：生年月日・出身校・指導教員・課外活動

ハ

ご協力ありがとうございました。

所 在 地

日本以外の場合　：　国名

①
進
学
先

学校名

日本以外の場合　：　国名

※教員の場合は「○○立○○学校教員（教科名）」のように記入願います。
※「Ｂ．進学かつ有職（非正規雇用）」の場合は（非正規）と明記願います。

　　　　　　　　　　　　　　大学／大学院　　　　　　　　　　　　学部／研究科（ Ｍ  ・  Ｄ ）   ，  専修学校，各種学校，その他の学校（　　　　　　　　　　　　　）

：卒業・修了後の連絡先，自宅又は帰省先等，就職・進路先等

卒業(修了)後，社会で活躍される卒業(修了)生相互交流などの同窓会活動や在学生への就職支援情報の提供等、神戸大学コミュニ
ティの育成と発展のため、学友会及び同窓会への情報提供に是非、同意願います。
なお、次の情報区分項目において，どうしても提供に同意できないものがある場合は、該当する項目の記号（イ～ハ）を記入してください。

(注) 

③そ
の
他

提供できない項目の記号

進路等

（就職・
進学先

等）

 就職／勤務
先名

■進路区分

  右欄の該当英字を
○で囲んでください

②
就
職
／
勤
務
先

２０２０年３月卒業・修了予定者の進路等調査票

学籍番号

性別

男　・　女

※別紙分類一覧表により当該コード番号を必ず記入願います。
　（職業別コード：数字3桁，産業別コード：英字1字＋数字2桁）

所　　　属

卒業・修了
後の連絡先

（未定の場
合は「未定」

と記入）

住      所

自宅又は
帰省先等

住      所

日本以外の場合　：　国名

日本以外の場合　：　国名

課外活動
公認か非公認に○を入

れ、団体名を記入してくだ
さい（２つまで）

                        　 学　部

                        　 研 究 科
                       　 （ Ｍ  ・  Ｄ ）

※ 研究生・聴講生（学校名），公務員試験受検，資格試験受験（資格内容），派遣・雇用先（会社名），求職中等，具体的に記入願います。

（　　　　             　）　　     　     　－

（〒　             　　－　                     　）

　　　　　　学科（課程）
　

　　　　　　　　　　専攻

　 A ．進学（正規学生(外国の学校含む））　→①に記入　　　B ．進学（正規学生）かつ有職（正規雇用・非正規雇用） 　　→①と②に記入
　
   C ．就職（正規雇用）又は有職（正規雇用） →②に記入　　　D ．未定･その他（正規学生以外での進学や非正規雇用等）　→③に記入

   ※ 正規雇用とは「雇用期間の定めのないもの」として就職や自営業の場合。非正規雇用とは「雇用期間の定めのあるもの」として就職
　　　（派遣労働者,契約社員,嘱託職員,パート・アルバイト等）の場合。労働者派遣法に基づく派遣労働の場合は「D」を選択してください。

（〒　　             　－                     　　）

（　　            　　　）　　　         　　－

（〒　             　　－　                     　）

（　　             　　　）　　        　　　－

携帯
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

携帯電話



【　職業別コード表　】 【　産業別コード表　】

コード
管理的職業従事者（会社・団体の経営管理職員等） 011 A 11

113 B 13
121 鉱業、採石業、砂利採取業 C 15

機械 131 建設業 D 17
電気 133 19
化学 135 　繊維工業 21
その他 137 　印刷 ・ 同関連業 23
機械 141 　化学工業、石油 ・ 石炭製品製造業 25
電気 143 27
化学 145 29
その他 147 31

151 33
161 　輸送用機械器具製造業 35
171 　その他の製造業 37

幼稚園 201 電気 ・ ガス ・ 熱供給 ・ 水道業 F 39
小学校 211 情報通信業 G 41
中学校 221 運輸業、郵便業 H 43
高等学校 231 卸売業 45
中等教育学校 241 小売業 47
高等専門学校 251 金融業 49
短期大学 261 保険業 51
大学 271 不動産取引 ・ 賃貸 ・ 管理業 53
特別支援学校 281 物品賃貸業 55
その他 291 学術 ・ 開発研究機関（大学を除く） 57

311 法務 59
　獣医師 313 その他の専門 ・ 技術サービス業 61
　薬剤師 315 宿泊業、飲食サービス業 M 63
　保健師 ・ 助産師 ・ 看護師 321 生活関連サービス業、娯楽業 N 65
　医療技術者 331 学校教育（大学を含む） 67
　栄養士 341 その他の教育、学習支援業 69
　その他の保健医療従事者 343 医療業、保健衛生 71

411 社会保険 ・ 社会福祉 ・ 介護事業　・保育所 73
421 複合サービス事業（郵便局・農林水産協同組合等） Q 75

事務従事者 521 宗教 77
販売従事者 531 その他のサービス業 79
サービス職業従事者 541 国家公務員 81
保安職業従事者 551 地方公務員 83
農林業従事者 611 その他 T 85
漁業従事者 621
生産工程従事者 711
輸送 ・ 機械運転従事者 721
建設 ・ 採掘従事者 731
運搬 ・ 清掃等従事者 741
その他（上記に該当しない者） 811

【　進学別コード表　】 コード

コード 臨床研修医 （予定者を含む） 11

神戸大学（同研究科） 11  ポスドク研究員＊ 20
神戸大学（他研究科） 13  教員（非常勤講師等）　 22
他大学（日本） 15  派遣＊＊ 25
他大学（外国） 81  その他　 27
神戸大学（同研究科） 21  ポスドク研究員＊ 30
神戸大学（他研究科） 23  教員（非常勤講師等）　 32
他大学（日本） 25  派遣＊＊ 35
他大学（外国） 83  その他　 37
神戸大学（同研究科） 31 上記以外（無給）のポスドク研究員＊ 31
神戸大学（他研究科） 33 神戸大学大学院 41
他大学（日本） 35 他大学大学院 43
他大学（外国） 85 神戸大学学部 51
神戸大学（同学部） 41 他大学学部 53
神戸大学（他学部） 43 　その他各種学校 61
他大学（日本） 45 主婦（夫）、家事手伝い等 71
他大学（外国） 87 　就職活動継続 81

51 　進学準備 83

61 85

71 87

89 　その他 89

P

I

S

J

その他内容分類

非正規生
（研究生・
聴講生等）

R

職業別分類

　電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路製造業
　電気 ・ 情報通信機械器具製造業

■ 進路区分 「D．未定・その他（正規学生以外での進学や非正
規雇用（雇用期間の定めあり）等） 」 の場合に選択

・雇用期間が１年以上かつ勤務
時間が週３０～４０時間

・日本学術振興会特別研究員
（PD、SPD）

＊「ポスドク研究員」について・・・博士の学位を取得又は単位修得退学後、任期付きで採
用され、①大学や大学共同利用機関で研究業務に従事するが、教授・准教授・助教・助手
等の職につかない場合や、②独立行政法人等の公的研究機関において研究業務に従事
するが、所属する研究グループのリーダー・主任研究員等の管理的な職ではない場合。

　その他の技術者

K

L

O

　製造技術者（開発）

　医師 ・ 歯科医師（臨床研修医除く）

　美術 ・ 写真 ・ ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ ・ 音楽 ・ 舞台
　その他の専門的・技術的職業従事者

　教員

　製造技術者（開発除く）

農業、林業
　研究者

産業別分類

　情報処理・通信技術者

コード

　食料品 ・ 飲料 ・ たばこ ・ 飼料製造業

　鉄鋼業、非鉄金属 ・ 金属製品製造業
　はん用 ・ 生産用 ・ 業務用機械器具製造業

E
製
造
業

漁業

別 紙 分 類 一 覧 表

　大学

※ 別紙調査票のコード欄については、進路ごとに下記コード表から該当する番号（記号）を選択してご記入ください。

＊＊労働者派遣法に基づく派遣労働の場合（派遣事業所において正規採用の場合も含む）

大学院専門職学位課程

大学・学部

大学院前期（修士）課程

■ 進路区分 「Ｂ．進学（正規学生）かつ有職（正規雇用・非正規雇用）」又は、「Ｃ．就職（正規雇用）又は有職（正規雇用）」の場合に選択

　建築 ・ 土木 ・ 測量技術者

②
就
職
／
勤
務
先

産
業
別

①
進
学
先

進学先分類

短期大学の本科（日本）

　農林水産技術者

　「B．進学（正規学生）かつ有職（正規雇用）」の場合に選択
■ 進路区分 「A．進学（正規学生(外国の学校含む））」又は、

②
就
職
／
勤
務
先

職
業
別

大学・短大等の別科（日本・乗船実習科含む）

大学・短大・高専等の専攻科（日本）

大学院後期（博士）課程

・雇用期間が１年未満

・雇用期間が１年以上かつ勤務
時間が週３０時間未満③

そ
の
他

専修学校・各種学校・職業訓練校等（外国の学校等含む）

未定 　公務員・教員採用試験準備

　司法試験・公認会計士等、資格試験準備



 (             month                  year completed)

Katakana

Name

Extra
curric
ular

activi
ty

accredited
・

non-
accredited

 

（〒　　             　－                     　　）

Phone number

 e-mail (PC)

Phone number

e-mail

Code of
academic
course

※Please write the appropriate code found on the classification list. (Two numbers) 

Code of
Occupation

Code of
Industry

Phone number

Content

Code of
Content

※Please write the appropriate code found on the classification list. (Two numbers) 

１． Carefully make sure that everything was filled in and no information was left out. If some items are undecided, please write"undecided".
２． If your address changes before graduation, or you determine what is now "undecided", please contact the staff you submit this paper to.

     
※　 Please read the following. Its important that you confirm your agreement to provide your personal information to Kobe University Alumni institutions.

イ ：Faculty or Graduate course・Student ID・Name・Sex
　（If you choose this, it will be impossible to contact you in the future because it means that we do not know your basic information.）

ロ ：Birthday・Prior school you graduated from・Academic supervisor・Extra curricular Activities

ハ

Thank you for your cooperation.

：Address after completion・Family home address・Institution where you will work or study after completion. 

（　　　　             　）　　     　     　－

③
Oth
er

※　Please be specific. (ex: a Research student/Auditing student/Preparation for the exam of civil service, or qualification/Employee sent
from a temp agency or part-time job/ Job applicant or other)
※　Please add what school or company you will (are) in, and what exam you will take.

(Note) 

・We would appreciate it if you could agree to provide your information to Kobe University alumni institutions. It would be used for Kobe University
community activities, by means of activating exchange of alumni, or  providing information to students for job-hunting.
・In case you do not agree to provide your information, please choose what info you are unwilling to provide from イ,ロ,ハ.

Non-disclosure info. Code

Career
choice

■Type of career
(circle your

choice)

   A ．Enter the University (as a reg. student (Inc. Foreign school))                                                                  →Fill in Part ①
   B ．Enter the University (as a reg. student）and Employed (whether as a reg. employee or not)　                        →Fill in Part ①&②
   C ．Employment or Employed (as a reg. employee)                                                                                     →Fill in Part ②
   D ．Undecided or Other （ex. Enter the University not as a reg. student, or Employment not as a reg. employee)　 →Fill in Part ③
  ※ "Regular employment" means self employed or employed for an indefinite period. "Not regular employment" means that for a definite period
such as an employee sent from a temp agency, contract worker or  part-time job.

①
Stu
dy

School's name

Country (except Japan)

　University/Graduate school     Faculty/Graduate course （ Ｍ  ・  Ｄ ）         Special training school，Various other school，Other school

②
Wor
k

Institution's
name

※If you will work as a teacher, please write school's name, what institute runs it(ex: state, prefecture), and what subject you will teach.
※If you "B:Enter the university and Employed as not a reg. employee", please add "not reg. employee".

※Please write the appropriate code found on the classification list.
Occupation (Three number), Industry (One alphabet and Two number)

Address

（〒　　               　－　                   　）
Country (except Japan)

Info about
your family

home

Address

（〒　             　　－　                     　） Country (except Japan)

（　　             　　　）　　        　　　－

Department

                         Faculty

                         Graduate School
                        （ Ｍ  ・  Ｄ ）

　　　　　　Course
　
　　　　　　Major

Please write the name
of the group of your
activity(At most two

groups)

Info after
graduation

or
completion
(If some

info is yet
undecided,

please
write so.)

Address

Country (except Japan)

（　　            　　　）　　　         　　－
Mobile Phone

number

e-mail (Mobile
Phone)

Graduate's Personal Information

Student ID

Sex

M　・　F



Classification List

■ Carrier after graduation 「B. Regular student and Employed」 or 「C. Employment as a regular employee」

【　Occupations Code list　】 【　Industries Code list　】

Categories of Occupation Code Categories of Industry Code

Managerial class (such as an administrator of a company) 011 Agriculture/ Forestry A 11
Scientific Researcher 113 Fisheries B 13

121 Mining/ Quarrying of Stone/Gravel C 15
131 Construction D 17
133 19
135 Manufacture of Textile Products 21
137 Printing and Allied Industries 23

141 25

143 27

145 29

147 31

151 33

161 35
Other Technician 171 37

Kindergarten 201 F 39
Elementary School 211 Information/ Communications G 41
Junior High School 221 Transport/Postal Services H 43
High School 231 Wholesale Trade 45
Secondary Education School 241 Retail Trade 47
High Specialty School 251 Finance 49
Junior College 261 Insurance 51
University/College 271 Real Estate Agencies/Real Estate Lessors and Managers 53

Special Education School 281 Goods rental and Leasing 55

Other 291 Scientific/Development  Research Institutes（except college or university） 57
Doctor, Dentist（non- residents） 311 Law 59
Veterinarian 313 Miscellaneous Professional/Technical Services 61
Pharmacist 315 M 63
Health Nurse, Maternity Nurse, Nurse 321 Living-Related/Personal Services/Amusement Services N 65
Medical Technician 331 School Education（include college or university） 67
Nutritionist 341 Miscellaneous Education, Learning Support 69
Other Health Care Worker 343 Medical/Other Health Services/Public Health/Hygiene 71

411 Social Insurance/Social Welfare and Care Services, Day Nursery 73
421 Compound Services（Post Services/Cooperative Associations） Q 75

Office Worker 521 Religion 77
Sales Person 531 79
Service Industry Worker 541 81
Security Industry Worker 551 Local Government Services 83
Agriculture/ Forestry Industry Worker 611 Industries Unable To Classify T 85
Fishing Industry Worker 621
Manufacturing Industry Worker 711
Driving Transport machinery/ Driving machinery 721
Worker for Construction/Mining 731
Worker for carrying/Cleaning 741
Others (not found above) 811

【　Code list of Academic courses　】 Other categories Code
Code Resident (include prospective students) 11
11 20
13 22
15 25
81 27

21 30

23 32
25 25
83 37
31 31
33 41
35 43
85 51
41 53
43 61
45 Housewife (House-husband), Domestic helper 71
87 81

Regular courses at Junior college (Japan) 51 83
85

71
89 89

Other University（Japan） Other University Graduate Schools

Other University（Other country）

Special training school, Various other school, Job training school (Include foreign schools) Others

Preparation for the next stage of education

Non-degree Graduate program at University, College, Junior
College or Technical college （Japan）

61
Preparation for exam for civil service or teacher

Bar examination, accountant chartered etc.
Preparation for qualifying examination 87

 Other courses at University, (Junior) College（Japan/include embarkation training）

Kobe University Faculty

University・Faculty

Kobe University（same Faculty） Other University Faculty

Kobe University（other Faculty） Various other schools
Other University（Japan）

Other University（Other country）

Undecided

Continuing job hunting

Professional Degree
Program

Kobe University（same Graduate Schools） Other Postdoctoral Fellow  (unpaid) *

Kobe University（other Graduate Schools）

S

■ Carrier after graduation 「D. Undecided・Others (Non-regular
student or Non-regular employee」

*"Postdoctoral Fellow": Those who work for a definite period after his/her doctoral studies and
① Those who work  as a research worker at academic institutes such as University, but not as a professor, an
associate professor, an assistant professor, or a research associate who work as a research worker at public
research institutes such as Independent Administrative Agency, but not a Managerial position such as a leader of
research group or a chief researcher.
**Being regularly employed at temp agency is included.■ Carrier after graduation 「A. Regular student (including Foreign

schools)」 or, 「B. Regular student and Regular employee」

・Research Fellow at Japan Society for the
Promotion of Science (PD,SPD).
・Employed for more than a year and work for
30～40 hours par a week.

Post Doctoral Fellow*

Kobe University（other Graduate Schools） Lecturer (ex:part-time lecturer)

Other University（Japan） Employee sent from a temp agency**

Other University（Other country） Other

③
O

th
e
r

PostGraduate Schoolss
(Doctor's)

Kobe University（same Graduate Schools）
・Employed for more than a year and work
for less than 30 hours par a week.
・Employed for less than a year

①
A

c
ad

e
m

ic
 c

o
u
rs

e

Categories (School)

PostGraduate Schoolss
(Master's)

Kobe University（same Graduate Schools）

Accommodations/Eating and Drinking Service

National Government Services

Post Doctoral Fellow*

Kobe University（other Graduate Schools） Lecturer (ex:part-time lecturer)

Other University（Japan） Employee sent from a temp agency**

Other University（Other country） Other

Non-regular students (Research
student/Auditing students)

University

Kobe University Graduate Schools

P
Artist, Photographer, Designer, Musician, Actor

Other Specific/ Technical Occupations

R
Miscellaneous Services

I

J

K

L

O

Technical jobs for Construction/Civil engineering/Surveying Manufacture of Electrical Machinery, Equipment and Supplies/Information and Communication Electric Equipment

Technical jobs for Information management/Communication Manufacture of Transportation Equipment 

Teacher

Electricity/Gas/Heat Supply/Water

Electricity Manufacture of Iron and Steel/Non-Ferrous Metal/Fabricated Metal Products

Chemistry Manufacture of General-Purpose Machinery/Production Machinery/Business Oriented Machinery

Others Electric Parts/Devices/Electric Circuits

※ Please choose the code No. from the following code lists and fill out the questionnaire sheet.

②
E
m

pl
o
ym

e
n
t/

K
in

d 
o
f 
o
c
c
u
pa

ti
o
n

②
E
m

pl
o
ym

e
n
t/

K
in

d 
o
f 
in

du
st

ry

T
e
c
h
n
ic

al
 j
o
b
s

Technical jobs for Agriculture/Forestry/Marine

Manufacturing
technician(for
development)

Machinery

Electricity     Manufacture of Food/ Beverages/Tobacco/ Feed

E

Miscellaneous Manufacturing Industries

Chemistry

Others

Manufacturing
technician(not for

development)

Machinery Manufacture of Chemical/Petroleum/Coal Products



 

 

 

論文閲覧に関するアンケート 
                                   法学研究科教務係 

 

 提出された論文は１部図書館で保管されていますが，閲覧希望者がスムーズに論文を閲覧できるよう

に下記アンケートに御回答ください。 

 このアンケートのデータは，論文リストの作成以外の用途には使用しません。 

なお，論文リストには，論文提出年度・学期，論文題目・学籍番号・著作者名を記載します。 

２０１９年度（ 後期 ） 

（西暦）     年    月    日 

学 籍 番 号  

氏     名  

種     別 修士論文   ・   リサーチ・ペーパー   

論 文 題 目 

 

 

図書館で閲覧希望者に見せるための 

論文リストへの掲載の可否   
可 ・ 否 

閲覧（コピー）希望者があった場合の 

対応 

（いずれかを選択してください） 

ア）著作者の承諾書があれば閲覧可 

イ）著作者の承諾なく閲覧可 

ウ）閲覧不可 

ア）の場合，著作者の連絡先を 

図書館にあらかじめ通知しておく 

ことの可否 

可 ・ 否 

可の場合の連絡先 

通知可能な連絡先のみ御記入 

ください。 

電 話： 

メール： 

住 所： 

 



●本アンケートの結果は、カリキュラムや授業方法の改善等に使用するとともに、大学が受検を

義務づけられている各種外部評価に使用します。 

●回答は、このアンケート用紙の各回答欄に直接ご記入ください。 

神戸大学 大学院課程修了時アンケート 

所属研究科  

 

 

 

 

 

問１ あなたは、大学院課程において、次の能力等（①～③）がどの程度身についたと思いますか。 

   選択肢（１～４）の中から１つ選択してください。 

 回答 

① 専門分野に関する深い知識・技能  

② 幅広い教養  

③ 外国語の運用・表現能力  

（選択肢）１．十分に身についた       ５．わからない 

２．ある程度身についた 

３．あまり身につかなかった 

４．ほとんど身につかなかった 

 

問２ 神戸大学の教育（①～④） に関する満足度について、選択肢（１～６）中から１つ選択して 

ください。また、④については、よろしければその理由を記載してください。 

 回答 

① 各研究科で講義・演習・実験等を受けたこと  

② 研究活動を行って修士論文等を作成したこと  

③ ゼミ・研究室に所属し指導教員から直接指導を受けたこと  

④ 神戸大学で受けた教育について  

（選択肢）１．満足している         ４．どちらかといえば満足していない 

２．どちらかといえば満足している ５．全く満足していない 

３．どちらともいえない      ６．該当なし（設問②と③のみ選択可） 

 

※④の理由 

 



問３ １．あなたの【①神戸大学入学時の英語力】及び【②現在の英語力】に一番近いと思うものを、

それぞれ選択肢（１～４）の中から１つ選択してください。 

２．大学院課程修了までに取得した最も高い【英語外部試験の成績】を記入してください。≪回答任意≫ 

1 ① 入学時の英語力  ② 現在の英語力  

 （選択肢）１．自分に関係するごく身近な内容についてのみ、ある程度英語で対応できる。 

２．一般的な内容について、ある程度なら英語で対応できる。 

３．専門分野の内容についても、ある程度なら英語で対応できる。 

４．広範囲にわたる高度な内容についても、英語で十分な対応ができる。 

2 
最も高い英語外部試験の成績（回答任意） 

（回答例）TOEIC 785/TOEFL 95/IELTS 6.5/英検準 1級 

試験の種類とスコア(級) 

 

問４ 神戸大学で学んで特によかったことや不満を感じたこと、要望、改善すべき点、また修了生として

神戸大学に期待することなどがあれば、それぞれ次の①～③に自由に記載してください。 

①神戸大学で学んで特によかったこと 

 

②神戸大学で学んで不満を感じたこと、要望、改善すべき点 

 

③修了生として神戸大学に期待すること 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 



●The results of this questionnaire will be used both to improve the curriculum and classes, and 

for the academic improvement of the university. 

●Please fill out your choice directly to each blank of this questionnaire. 

Postgraduate Student Satisfaction Survey at Graduation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1 Reflecting on your following abilities, to what extent do you feel you have acquired these abilities as  

a masters (pre-doctoral) student? Please select one of the following choices. 

 Answer 

① Your in-depth knowledge and skills of specialized fields  

② Your broad range of general knowledge  

③ Your proficiency and speaking ability of foreign languages  

（Choices）1. Extremely acquired      4. Not generally acquired 

2. Moderately acquired      5. I don't know.      

3. Slightly acquired 

 

Q2 With respect to satisfaction of the education at Kobe University (①～④), please select one of the following 

choices and if possible, please write the reason about ④. 

 Answer 

① How satisfied are you with the lectures, seminars and laboratory works you 

had in your department? 
 

② How would you rate your satisfaction regarding compiling a final (masters) 

thesis with the research activities? 
 

③ How satisfied are you with the advising you received from your academic 

advisor during seminars or in the lab? 
 

④  How would you rate your satisfaction regarding the overall postgraduate 

education at Kobe University? 
 

（Choices）1. Satisfied                    4. Generally not satisfied 

2. Moderately satisfied      5. Not satisfied at all 

3. Neither agree nor disagree   6. Not applicable (for ② and ③ only) 

 

※the reason of ④ 

 

Graduate school of  



Q3 1. Please select one of the following choices about your 【①English ability at admission】and 【②Current 

English ability】. 

     2. <Optional Question> Please write down the highest score of 【English external examination】 that you 

have got. 

1 ① English ability at 

admission 

 ② Current English 

ability 

 

(Choices) 

1. I can use English to some extent only in my daily life. 
2. I can use English to some extent in general affairs. 

3. I can use English to some extent in my major fields. 

4. I can use English fluently at an advanced level over a wide range. 

2 Please write the kind and your score of English external examination. 
(Optional)   

(Examples)  TOEIC 785/TOEFL 95/IELTS 6.5/EIKEN Grade Pre-1 

 

 

Q4 At Kobe University, are there any satisfied experiences, requests or improvements?  

As a graduating student, do you have any requests for Kobe University? Please write freely each ①～➂. 

 

① The satisfied experiences at Kobe University 

 

 

② The dissatisfied experiences at Kobe University 

 

 

③ The requests for Kobe University 

 

 

Thank you for your cooperation. 



1 
 

修了時アンケート・追加質問項目 
大学院博士課程前期課程 研究者養成プログラム 

 

 

問 5 博士課程前期課程において、神戸大学・法学研究科の「学位授与に関する方針」に定める能力がどの程度

身についたと思いますか。以下（5-1，5-2）の各項目についてお答えください。 

※学位授与方針 URL 

    神戸大学： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma-policy/index.html 

    法学研究科： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma_policy/grad-law.html 

 

5-1.神戸大学の学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に定める能力 

 

【様々な場面において、状況を適切に把握し主体的に判断する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【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】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専門分野との違いを理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【能動的に学び、新たな発想を生み出す力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 
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【複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

5-2．法学研究科博士前期課程・研究者養成プログラムの学位授与に関する方針に定める能力（専門性） 
 

【国内外の大学等の研究・教育機関において法学・政治学の諸分野の研究・教育に従事する者としての基礎的な

能力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 
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修了時アンケート・追加質問項目 
大学院博士課程前期課程 高度社会人養成プログラム 

 

 

問 5 博士課程前期課程において、神戸大学・法学研究科の「学位授与に関する方針」に定める能力がどの程度

身についたと思いますか。以下（5-1，5-2）の各項目についてお答えください。 

※学位授与方針 URL 

    神戸大学： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma-policy/index.html 

    法学研究科： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma_policy/grad-law.html 

 

5-1.神戸大学の学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に定める能力 

 

【様々な場面において、状況を適切に把握し主体的に判断する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【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】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専門分野との違いを理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【能動的に学び、新たな発想を生み出す力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 
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【複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

5-2．法学研究科博士前期課程・高度社会人養成プログラムの学位授与に関する方針に定める能力（専門性） 
 

【現代社会の変化によって生じている新たな法および政治上の問題に対する応用的・実際的・総合的な解決能力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【学部段階よりも高度な法学・政治学の知識に基づく豊かな問題解決能力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 
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修了時アンケート・追加質問項目 
大学院博士課程前期課程 法曹リカレントプログラム 

 

 

問 5 博士課程前期課程において、神戸大学・法学研究科の「学位授与に関する方針」に定める能力がどの程度

身についたと思いますか。以下（5-1，5-2）の各項目についてお答えください。 

※学位授与方針 URL 

    神戸大学： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma-policy/index.html 

    法学研究科： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma_policy/grad-law.html 

 

5-1.神戸大学の学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に定める能力 

 

【様々な場面において、状況を適切に把握し主体的に判断する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【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】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専門分野との違いを理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【能動的に学び、新たな発想を生み出す力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 



2 
 

【複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

5-2．法学研究科博士前期課程・法曹リカレントプログラムの学位授与に関する方針に定める能力（専門性） 
 

【より専門的・先端的な法分野で活躍できる職業法曹としての能力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 



1 
 

修了時アンケート・追加質問項目 
大学院博士課程前期課程 GMAP 

 

 

問 5 博士課程前期課程において、神戸大学・法学研究科の「学位授与に関する方針」に定める能力がどの程度

身についたと思いますか。以下（5-1，5-2）の各項目についてお答えください。 

※学位授与方針 URL 

    神戸大学： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma-policy/index.html 

    法学研究科： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma_policy/grad-law.html 

 

5-1.神戸大学の学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に定める能力 

 

【様々な場面において、状況を適切に把握し主体的に判断する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【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】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専門分野との違いを理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【能動的に学び、新たな発想を生み出す力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 



2 
 

【複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

5-2．法学研究科博士前期課程・グローバルマスタープログラム（GMAP）の学位授与に関する方針に定め

る能力（専門性） 
 

【国内外のビジネス界において英語で法律実務・ビジネス実務に従事する能力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 



Postgraduate Student Satisfaction Survey upon Graduation 

★ Global Master’s Programs for of MA Courses ★ 
 

 

Q5  To what extent do you feel that you have acquired the various skills specified in the “Degree Awarding 
Policy” at the Graduate School of Law, Kobe University? 

Please answer the following questions (5-1 through 5-2): 
 
5-1.  Questions relating to the various skills specified in the degree awarding policy (diploma policy) at Kobe 
University. 
 
【Skill needed to achieve situational awareness sand and make informed judgments as needed】 
 

１．Acquired to a high degree 
２．Acquired to a moderate degree 
３．Acquired to a slight degree 
４．Not acquired 
５．Don’t know 

 
【Group skills to solve problems in cooperation with other people with different expertise and values】 
 

１．Acquired to a high degree 
２．Acquired to a moderate degree 
３．Acquired to a slight degree 
４．Not acquired 
５．Don’t know 
 

【Skills to learn basic way of thinking across different academic disciplines and comprehending differences 
from your own area of expertise】 

 
１．Acquired to a high degree 
２．Acquired to a moderate degree 
３．Acquired to a slight degree 
４．Not acquired 
５．Don’t know 

 
【Skills to learn proactively and generate fresh ideas】 
 

１．Acquired to a high degree 
２．Acquired to a moderate degree 
３．Acquired to a slight degree 
４．Not acquired 
５．Don’t know 
 

 
【Skills to effectively communicate with individuals from diverse cultural backgrounds in multiple languages】 
 

１．Acquired to a high degree 
２．Acquired to a moderate degree 
３．Acquired to a slight degree 
４．Not acquired 
５．Don’t know 
 



 
【Skills to appreciate cultural diversity, ideas and values, as well as to comprehend key global issues】 
 

１．Acquired to a high degree 
２．Acquired to a moderate degree 
３．Acquired to a slight degree 
４．Not acquired 
５．Don’t know 

 
 
5-2． Questions related to the skills/expertise stipulated in the diploma policy of Global Master’s Program. 
 
【Skills to function in domestic or international legal and/or business environment in English】 
 

１．Acquired to a high degree 
２．Acquired to a moderate degree 
３．Acquired to a slight degree 
４．Not acquired 
５．Don’t know 



1 
 

修了時アンケート・追加質問項目 
大学院博士課程後期課程 研究者養成プログラム 

 

 

問 5 博士課程後期課程において、神戸大学・法学研究科の「学位授与に関する方針」に定める能力がどの程度

身についたと思いますか。以下（5-1，5-2）の各項目についてお答えください。 

※学位授与方針 URL 

    神戸大学： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma-policy/index.html 

    法学研究科： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma_policy/grad-law.html 

 

5-1.神戸大学の学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に定める能力 

 

【様々な場面において、状況を適切に把握し主体的に判断する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【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】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専門分野との違いを理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【能動的に学び、新たな発想を生み出す力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 



2 
 

【複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

5-2．法学研究科博士後期課程・研究者養成プログラムの学位授与に関する方針に定める能力（専門性） 
 

【法学・政治学の各専攻領域において研究をさらに深化させ、法学・政治学の諸分野の研究・教育に従事する者

としての、より高度な能力】  

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 



1 
 

修了時アンケート・追加質問項目 
大学院博士課程後期課程 高度社会人養成プログラム 

 

 

問 5 博士課程後期課程において、神戸大学・法学研究科の「学位授与に関する方針」に定める能力がどの程度

身についたと思いますか。以下（5-1，5-2）の各項目についてお答えください。 

※学位授与方針 URL 

    神戸大学： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma-policy/index.html 

    法学研究科： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma_policy/grad-law.html 

 

5-1.神戸大学の学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に定める能力 

 

【様々な場面において、状況を適切に把握し主体的に判断する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【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】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専門分野との違いを理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【能動的に学び、新たな発想を生み出す力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 



2 
 

【複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

5-2．法学研究科博士後期課程・高度社会人養成プログラムの学位授与に関する方針に定める能力（専門性） 
 

【高度化・多様化する社会における法学・政治学上の諸問題に対応しうる、より高度な問題解決能力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 



1 
 

修了時アンケート・追加質問項目 
大学院博士課程後期課程 高度専門法曹養成プログラム 

 

 

問 5 博士課程後期課程において、神戸大学・法学研究科の「学位授与に関する方針」に定める能力がどの程度

身についたと思いますか。以下（5-1，5-2）の各項目についてお答えください。 

※学位授与方針 URL 

    神戸大学： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma-policy/index.html 

    法学研究科： http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/policy/diploma_policy/grad-law.html 

 

5-1.神戸大学の学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）に定める能力 

 

【様々な場面において、状況を適切に把握し主体的に判断する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【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】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専門分野との違いを理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【能動的に学び、新たな発想を生み出す力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 



2 
 

【複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことができる力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

【文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理解する力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 

 

5-2．法学研究科博士後期課程・高度専門法曹養成プログラムの学位授与に関する方針に定める能力（専門

性） 
 

【極めて専門的・先端的な法分野で活躍できる法律家としての高い能力】 

1．十分身についた 

2．ある程度身についた 

3．あまり身につかなかった 

4．ほとんど身につかなかった 

5．わからない 


