
語学力をはじめグローバルな視点で企業経営
や国際経済を学び、地域に活かせるビジネス
モデルを考察します。

経済・経営学の基礎を学び、地域を題材に
観光・スポーツを通じたまちおこしや特産
品ブランド化などを企画します。

地域やビジネスの現場での学びを通して、
公的機関や社会企業家といった立場から地域
経済や地域ビジネスの課題を発見・分析し、
解決へ導く力を養います。

データを活用し、地域の産業、福祉、教育などの
幅広いシーンで課題の解決や新たな価値を生み
出す知識と技術を身につけます。

※他の3つの専攻を選択していても、副専攻として「AI・データサイエ
ンス活用副専攻」を選択することが可能です。

グローバルビジネス専攻 地域ビジネス専攻 公共政策専攻 データサイエンス専攻

2022年4月開設！

スポーツ・吹奏楽特別入試（前期・中期・後期）
 ※看護学科を除く

マッチング入試（前期・中期・後期） 探究学習活用入試

商業系高校特別入試

魅力的な入試制度が充実！入学金（200,000円）の減免制度

なりたい自分になるために、知識とスキルを育む4つの専攻

現代ビジネス学部

現代ビジネス学科

入学金が減免になる入試制度等をご用意しております。あなたのこれまでのがんばりを活かせる入試制度を利用できます。

入学金半額免除 入学金半額免除

入学金全額免除 入学金全額免除

体育系：女子駅伝、硬式テニス（男子）、女子バレーボール、漕艇（男女）の
競技種目に所属していて大学でも活動を続けたい人

本学が第一志望の人　　　　高校での学業、課外活動、取組をPRしたい人

自分の得意分野を活かしたい人

高校の授業で、課題探究学習を経験した人       課題探究学習成果コンテストに出場した人

本学開催の「進路探究塾」に参加した人

文化系：吹奏楽部等に所属していて大学でも活動を続けたい人

商業系高校（通信制を除く）出身の人

 ※看護学科を除く

全商簿記実務検定試験2級以上、または実用英語技能検定2級以上を取得している人

入試区分

マッチング入試
（旧：AO入試）※1

前  期

入学金半額免除

ファミリー制度

学科併願制度

入学金半額免除

ファミリー制度

専願入試複数出願

入学金全額免除

専願入試複数出願

専願入試複数出願

中期（大学）

中期（短大）

後  期

公募制入試※2

探究学習活用入試

商業系高校特別入試

前  期

中  期

後  期

2021年9月1日（水）～10月7日（木）消印有効

2021年10月18日（月）～11月11日（木）消印有効

2021年11月22日（月）～ 12月10日（金）消印有効

2021年9月1日（水）～ 10月7日（木）消印有効

2021年11月22日（月）～ 12月10日（金）消印有効

2021年9月1日（水）～ 10月7日（木）消印有効

2021年9月1日（水）～ 10月7日（木）消印有効

2021年10月18日（月）～ 11月11日（木）消印有効

2021年10月17日（日）

2021年11月21日（日）

2021年11月20日（土）

2021年12月18日（土）

2021年10月17日（日）

2021年12月18日（土）

2021年10月16日（土）

2021年10月16日（土）

2021年11月1日（月）

2021年11月1日（月）

A日程：2021年11月20日（土）
B日程：2021年11月21日（日）
※A・B両日程受験可

2021年12月1日（水）

2021年11月1日（月）

2021年12月25日（土）

2021年11月1日（月）

2021年12月25日（土）

2021年12月1日（水）

減免・制度 出願 期間 試 験日 合格発表日

2021年度入試日程 （一部抜粋、一般入試等は受験生応援サイトで確認してください。）

※1 マッチング入試（旧：AO入試）について、現代ビジネス学科では［面接型］［基礎学力型］［プレゼンテーション型］の3種類の選考方法を用意しております。
※2 公募制入試については、［2科目型］［1科目型］［資格検定活用2科目型］［資格検定活用1科目型］の4種類の選考方法を用意しております。

〒675-0195 兵庫県加古川市平岡町新在家2301
 TEL : 079-427-1116
 Email:kouhou@hyogo-dai.ac.jp

※デバイスにより読み取れない場合があります。

学生が考えた
最高の結婚式

スポーツで
地域を
元気に！

SOTO-MANABI
［ 地域で実践力を養うプロジェクト型学習 ］

地域の人が喜ぶ

ラジオ番組
ってどんなの？

2022年度

               120名
定員増!

100名   

AIを
ビジネスに
活かせる!

専願制

専願制

専願制

併願制

お問い合わせ 入学部 入学課

その
アイデアを
ビジネスに！

現代ビジネス学科DM／ 表1_4



Project   Based   Learning 
氷の上で行う「カーリング」をアレンジしたスポーツ

「カローリング」。床の上で行うカローリング

は、年齢・性別・体力を問わずに楽しめるスポーツ

です。このたび、東播磨カローリング研究会と、

本学の学生がタッグを組み、「カローリング体験

会＆競技大会」を開催。地域で暮らす老若男

女が一緒にスポーツを楽しむことで、みんなの絆

を育むことができました。

学生たちが、地元の団体と
スポーツイベントを開催。

「いなみウェディング」とは、学生がオリジナルの

結婚式を考えるプロジェクト。結婚式を控えた

カップルを一般公募で選び、2人のために稲美町

の土地柄を活かした結婚式を企画・開催します。

参加した学生たちは「当日は幸せな気持ちで

いっぱいになった」「準備は大変だったけど、

携わって良かった」と感想を述べています。

ケーブルテレビ局の
ラジオ番組を、
学生がプロデュース！

 地域の魅力を活かした
「いなみウェディング」を企画

日本のデジタル業界を創成期から
牽引してきたプロから学ぶ！

東播磨地域に数多く存在する「た

め池」がテーマのプロジェクト。

「草刈りビジネス」など、新しい

ビジネスを企画・立案し、実際に

現場でのフィールドワークなどに

挑戦します。

ため池プロジェクト

現代ビジネス学部は1年次から「プロジェクト型学習（PBL）」に挑戦します。PBLとは、

地域や企業が抱える問題を、学生がみずから探し、解決策を講じ、実践していく学び。

商品開発、観光の活性化、地域のコミュニティづくりなどに取り組みながら、社会で活躍

できる力を身につけます。

兵庫大学と兵庫大学の周りの

地域を、360度カメラなどで

撮影。地図のデータと組み

合わせて、大学や街の魅力を

アピールします。

Pic Mapプロジェクト

「てらこや」の企画・準備・運営に取り組みます。子ども

たちが地域に愛着をもつよう促しながら、子どもを

見守る地域づくりをめざします。

加古川てらこや2021プロジェクト

最近は、地域のビジネスや身近なサービスにも、AIやデータ

サイエンスを活かす動きが増えてきました。現代ビジネス学部

では、「文系AI人材」を育てる教育を開始します。AIはどう

やってつくるのか、データはどうやって活用するのかなどを学び

ながら、それらをビジネスに活かす方法を考えます。

創業間もないYahoo! JAPANに入社。今や皆さんがあたりま

えのように使っているインターネット検索など、さまざまなサービス

を立ち上げ、AI技術の導入などをサービス責任者として担ってきた

ことから、ついたあだ名は「Mr.検索」。まさに検索サービスに

おける国内の第一人者です。

AIをビジネスに活かせる「文系AI人材」になろう!
ＪＲ土山駅ロータリーでイルミネー

ションの設営と点灯式の運営を

行いました。一年を通じて様々な

イベントを自分たちで考え、取り

組む活動をしています。

播磨町イベント企画

イベント企画

姫路駅西エリアの酒造メーカーに、地域に伝わる伝説

を基にした絵を日本酒のラベルに使用する提案を

行いました。こうした活動を通じて、街の魅力づくりに

繋がる活動を、学生が主体的に取り組んでいます。

まちの魅力づくりプロジェクト

［企業など］姫路信用金庫／みのり農業協同組合／兵庫西農

業協同組合／大和冷機工業（株）／コーナン商事（株）／西友／

（株）サンドラッグ／ヒガシマル醬油（株）／伊丹産業（株）／

ネットテクノシステム（株）／（株）阪神サンヨーホールディング

ス／ロジスネクスト近畿（株）／（株）関西丸和ロジティクス／

（株）G7ホールディングス／コニシ産業（株）／（株）ダスキンユ

ニオン／森トラスト・ホテルズ＆リゾート（株）／波の家福祉会

／（株）ホンダ四輪販売山陽／（株）スズキ自販兵庫／（株）マ

ルハチ／（株）関西陸運／(株)エイジェック／航空保安事業セ

ンター／セコムジャスティック／釡谷紙業（株）／植田住地

（株）  ［公務員］ 大阪市消防局／多可町

授業外で開催される公務員試験対策は年間

1 18回（177時間）開講。公務員試験対策のプロ

フェッショナルによる講座で合格をめざします。

スポーツ

環境

地
域
活
性

教
育

ビジネスコンテスト

地域・IT

ウェディング

※デバイスにより読み取れない場合があります。

データサイエンス専攻
の学び紹介

Instagram・TikTokでの情報発信にも挑戦!

マスメディア

学生が考えた最高の結婚式

地域の人が喜ぶ

ラジオ番組って

学生がプロデュースする「BAN-BAN

ラジオプロジェクト」が始動！番組名は

「兵庫大学キャンパスライン」。出演

した学生たちは、「リスナーの皆さんを

驚かせるような番組にしたい」「地域

の人にとっても学生にとっても親しみ

やすい番組にしたい」と、熱く抱負を

語りました。

思いついた

アイデアが商売に

スポーツ
の力で地域をひとつに!

感染症予防対策をおこない2020年のコロナ禍でも実施

※1期生（2020年3月卒業生）21名中・2期生（2021年3月卒業生）29名中

※

※写真はコロナ感染拡大前のものも含まれています。

感染症予防対策をおこなっておりますが、感染拡大の状況によっては取り組み内容が

変わる可能性があります。

アイデアがどんどん出てくる思考回路とビジネスモデルキャンバスで表現でき

る力を身につけます。教員はデジタル業界を創成期から牽引してきた宮﨑光世

教授をはじめとした実務家教員です。また、高校生向けのビジネスプラン・コン

ペも毎年開いています。2021年度も現在エントリー受付中。アイデアに自信

がある人、ビジネスに関心がある人の挑戦を待っています！ 

Time-lapse at Hyogo Uni.
Candy  SHOP
志プロジェクト
イベントマネジメント

そのほかには、こんなプロジェクトも

全部で13もの
プロジェクトが進行中!

人間的な成長を支える実践的な学びで1期生から

2年連続就職率100％!!

大学の経済支援により
「公務員試験対策講座」を
特別価格（7万円）で受講可能!

リ サ イ ク ル
動画撮影×大学広報

地 域 × 企 業
イ ベ ン ト 運 営

※デバイスにより読み取れない場合があります。

ブライダル
プロジェクト
紹介動画

文系のあなたも最前線のノウハウが学べる

現在も企業のＡＩデータ活用や、神戸市ＣＤＯ補佐官として
行政のデータ活用に取り組まれています。

AI
宮﨑 光世教授「Mr.検索」と呼ばれた男

Yahoo!のデータ活用の第一人者が
兵庫大学の教授に!！

現代ビジネス学科DM／ 中面


