
【第１クォーター】（４月１２日～６月１１日）

【学部共通科目】 【学部共通科目】

*初年次セミナー

全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 齋藤・学級指導教員 ルックス 廣野

(1Z002) (1Z010) 4101 (1Z003)

サウター

(1Z011) 4205

◇アマ

(1Z012) 4304

◇川端

(1Z001) (オンライン) (1Z013) 4206

◇ライリー

(1Z014) 4302

◇ホーリー

(1Z015) 4207

全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 【学部共通科目】

地勢学Ａ

齋藤・学級指導教員 ◇金子 4101

(1W085) (1W023)

初回は4301教室 ※2021年度最終開講

【学科共通科目】 【学部共通科目】 ※2018年度以降生 【学部共通科目】 【高度教養科目】 【学科共通科目】 【学科共通科目】 【学部共通科目】 ※2018年度以降生 【学部共通科目】

＊船舶機関学通論1 ＊海上交通法1-1 ＊海技実習 リーダーシップ演習1 流体力学1-1 材料力学1-1 ＊基礎プログラミング1 ＊アクアティックスポーツ 経済学Ⅰ-1 【各学科共通科目】 基礎ゼミ1 ※選択必修 海事国際法1 ＊応用統計学1 ＊航海学1-1 海事環境工学1 ＊船舶工学1-1 電気電子工学1 ＊ライティングﾞ英語C 【各学科共通科目】 海事理化学実験1

機関長 2301 藤本(昌） 2301 藤本（昌）・廣野・渕・世良・矢野 宋 2301 阿部 2301 長松 MIPC1 本間・◇栗山 4101 松本 2304 応用数学１-1 配属教員 岡田 4301 高坂 4301 ◇境・航海コース教員 三村 4102 西尾 4102 若林（伸） 2303 応用数学2-1 岩本・梅田・赤澤・武田

(1W100) (1W097) [セメスター開講]（1W012） 4301 (1W102) (1W099) (1W095) [セメスター開講]（1W010） (1W091) （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ輸送科学科） [セメスター開講]（1W014） (1W090) (1W093) MIPC1 (1W098) 4304 (1W094) (1W117) (1W101) ルックス （グローバル輸送科学科） [通年開講]（1W016）

[セメスター開講](1W011) （海洋安全ｼｽﾃﾑ科学科） (1W080) 4101 （海洋安全システム科学科）

4301 上田 2303 サウター 影山 2304

（１W145) 【学科共通科目】 (1W081) 4205 （1W148）

★セット履修 ◇アマ 【学部共通科目】

＊応用数学１-1 ※2016- ※2018年度 システム工学1 (1W082) 4304 ＊応用数学2-1 海事理化学実験2

（ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ学科） 2017年度生 以降生 ◇花田 4101 ◇川端 （マリンエンジニアリング学科） 堀田・岡村・三村・山内・蔵岡・青木

※2018年度以降生 ※2018年度以降生 髙坂 2304 【学部共通科目】 (1W092/2W068) (1W083) 4206 石井 4301 [通年開講]（1W017）

＊ロジスティクス概論 ＊ロジスティクス概論 【学科共通科目】 【学部共通科目】 （１W147) 海事政策論1 海事政策論1 ※2021年度最終開講 ◇ライリー （1W146)

＊離散数学1 経済学Ⅱ-1 ＊数理計画法1 長谷部 長谷部 (1W084) 4302

堀口 4206 石黒 2303 平山 MIPC1 (1W104) （1W144） ◇ホーリー ※2016-2017年度生

（1W155） 2302 (1W119) （1W155） 2302 (1W096) (1W118) 2304 2304 (1W163) 4207 【学部共通科目】

※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生 [セメスター開講]（1W002) ほかMIPC1・2、IPC　 応用数学2-1

★セット履修 ★セット履修 4301 石井 4301

＊ロジスティクス概論1・2 ＊ロジスティクス概論1・2 （1W088）

※2016-2017年度生

【学部共通科目】

2302 2302 応用数学１-1

※2018年度以降生 ※2018年度以降生 髙坂 2304 ※2018年度以降生

災害科学基礎論1 ＊物理化学Ⅱ-1 【学部共通科目】 （1W087) 電気電子工学1

ゴメス 4207 蔵岡 4205 海事理化学実験1 ＊流体力学1-1 ＊材料力学1-1 自然エネルギー工学1 ＊海洋安全システム科学通論 山本 4206

（1W152） （1W153） 梅田・岩本・赤澤・武田 宋 2301 阿部 2301 井川 4302 学級指導教員・学科全教員 4206 （1W154）

[通年開講]（1W016） (1W109) (1W106) (1W110) (1W105)

※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生

安全工学基礎論1 物理化学Ⅱ-1 【学部共通科目】 *電気電子工学1

ゴメス 4207 蔵岡 4205 海事理化学実験2 山本 4206

(1W120) (1W108) 堀田・岡村・三村・山内・蔵岡・青木 (1W107)

[通年開講]（1W017）

＊海技実習 ＊流体力学1-1 ＊材料力学1-1 ＊制御理論-1 ＊工業熱力学1-1 ＊機構学-1 ＊電気回路1-1

段・矢野 4102 勝井 4301 藤本（岳） 2304 山本 2304 柴原 2301 野村 4301 山本 4301

[セメスター開講]（1W013） (1W116) (1W113) (1W114) (1W111) (1W115)

【学科共通科目】 【高度教養科目】 【学部共通科目】

リーダーシップ演習2 リーダーシップ1 船舶通信管理１ ＊海洋気象学1 ＊航海学演習1-A 経営組織論1 海事英語2-A 経済学Ⅲ-1 航海学3-1 操船学2-1 海事産業社会事情 海上貨物輸送論1 航海計器学2-1 ＊航海マネジメント学実験１

林・大澤 4206 ◇濵地・航海コース教員 酒井 4301 ルックス・渕 4206 ◇浅海 2304 廣野 4102 世良 4205 世良・渕・三輪 渕 4304 若林（伸） 2301 若林（伸）・◇加藤 2301

[セメスター開講]（1W004） (1W030) 　　MIPC1 (1W032) 4304 (1W026) (1W028) 4207 (1W025) (1W031) (1W034) [セメスター開講]（1W001） (1W029) (1W033) [セメスター開講]（1W003）

[セメスター開講]（1W122） (1W027) 4102 4102 MIPC1 2302

MIPC1

※2018年度以降生 ※2018年度以降生

＊社会資本計画1 情報管理論1 国土交通計画１ ＊ターミナル運営計画1 情報表現論1 戦略的意思決定論1 交通ネットワーク工学1 リスクマネジメント論1 ＊プロジェクト演習

石黒 4206 鎌原 MIPC2 竹林 4204 西村 2302 田中 MIPC1 平山 MIPC2 竹林 4102 藤川 4205

(1W041) (1W042) (1W158) (1W035) (1W043) (1W044) (1W160) (1W037)

※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生 [セメスター開講]（1W005）

交通政策論1 輸送ネットワーク論1 MIPC1

竹林 4204 竹林 4102

(1W039) (1W046)

※2018年度以降生 ※2018年度以降生 ※2018年度以降生

ロジスティクス概論 海洋波理論1 内海域環境学1 ロジスティクス概論 環境放射能動態学1 海洋観測解析論1 制御理論1 気象情報解析論1 ＊科学技術英語1 ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰ変換工学1 浮体運動力学1 環境分析化学 船舶工学1-1 超伝導工学1 放射線計測学1 ＊海洋安全システム科学実験1

笹 岡村・林・上井 金崎 4101 林 MIPC2 元井 4205 大澤 4205 学級指導教員・ルックス 三村 4204 笹  4301 堀田 4302 ◇飯田 4102 武田 2304 金崎 4204 学級指導教員・学科全教員

(1W157) 4304 (1W054) 4101 (1W061) (1W060) (1W052) (1W050) (1W049) 4205 (1W048) (1W159) (1W007) (1W057) (1W058) (1W062) [セメスター開講]（1W006）

(1W156) 2302 (1W156) 2302 4206 MIPC2/他

※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生は ※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生

★セット履修 2年生も受講可能。 ★セット履修 浮体運動力学

ロジスティクス概論1・2 希望の場合は教務窓口へ ロジスティクス概論1・2 笹  4301

[セメスター開講]（1W059）

リーダーシップ-1 機関マネジメント演習1-2 内燃機関工学-1 ＊伝熱工学-1 ＊材料加工学-1 電気機器-1 海事機関英語2 船舶工学1-1 機械設計学-1 燃料燃焼及び潤滑論-1 冷熱エネルギー工学-1 ＊マリンエンジニアリング実験

三輪・内田・前川 三輪 4205 段 4102 劉 2301 野村 2302 三島 4301 若林（正） 4207 西尾 4102 野村 4206 三村 4303 三輪 2302 藤本（岳）・学科全教員

(1W069) 4301 [セメスター開講]（1W070） (1W068) (1W066) (1W064) (1W067) [セメスター開講]（1W008） (1W065) (1W063) (1W071) (1W072) [通年開講]（1W015）

※2018年度以降生

流体機械-1 電子回路-1 浮体運動力学1 超伝導工学-1

勝井 4301 佐俣 4102 笹  4301 井川 2301 武田 2304

(1W074) (1W073) (1W161) (1W055) (1W121)

※2016-2017年度生

浮体運動力学

笹  4301

[セメスター開講]（1W009）

海上交通工学1 海上交通心理学1 船舶管理論1 運動科学A 船舶衛生1 ※2016-

廣野 4204 渕 4204 廣野 4204 本間 4206 藤平 4102 2017年度生

（1W134） （1W133） （1W135） （1W131） （1W132） 【学部共通科目】

海事政策論1 海事政策論1

長谷部 長谷部

(1W130) （1W144）

2304 2304

経営組織論1

酒井 4301

（1W137）

機関マネジメント演習2 運動科学-A 船舶衛生-1 機関マネジメント演習1-3

劉 2301 機関長・三輪・前川 4207 本間 4206 藤平 4102 三輪 4205

[セメスター開講]（1W138） [セメスター開講]（1W142） （1W139） （1W140） [セメスター開講](1W141)

海
事
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令和３年度　【前期】 海事科学部授業時間割表

２

学

年

航
海

【学部共通科目】

＊初年次セミナー

*ライティング英語A

10:40～12:10 13:20～14:5017:00～18:30 8:50～10:20

２ ５ １ ３ ４ ５４ ５ １ ２ ３ ４ ２

西村・秋田・堀口・平山・
石黒・水谷・酒井

堀口・長松・田中・西村・
鎌原

海
洋
安
全

西村・秋田・堀口・平山・
石黒・水谷・酒井

15:10～16:40 17:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:4013:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30 8:50～10:20 13:20～14:5015:10～16:40 17:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10 10:40～12:108:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40

【学部共通科目】

17:00～18:30

学年 学科

月　　　　曜　　　　日 火　　　　曜　　　　日 水　　　　曜　　　　日 木　　　　曜　　　　日 金　　　　曜　　　　日

１ ３ ４ ５ １ ２ ３２ ３ ４ ５ １

【学部共通科目】

４

学

年

１

学

年

メ
カ
ト
ロ

藤本（昌）・廣野・渕・世良・
矢野

西村・秋田・堀口・平山・
石黒・水谷・酒井

西村・秋田・堀口・平山・
石黒・水谷・酒井

ロ
ジ

機
関

航

海

メ
カ
ト
ロ

３

学

年

ロ
ジ

ロ

ジ

(1W103/1W127)

西村・秋田・堀口・平山・
石黒・水谷・酒井

(1W056/1W128)   2302

海
洋
安
全

西村・秋田・堀口・平山・
石黒・水谷・酒井

機
関

藤本(昌）・廣野･渕

＊マリンエンジニアリング演習

＊ライティング英語A

「ライティング英語」再履修の
学生は、3月24日（水）までに
教務窓口で申請してく ださ
い。自分ではクラス選択及び
履修登録はできません。クラ
ス発表は掲示板で確認してく
ださい。

最新舶用機器・技術概論

段・内田・阿部・三輪
・元井

(1W103/1W127)

航
海

藤本（昌）・廣野・渕・世良・
矢野

藤本（昌）・廣野・渕・世良・
矢野・藤川

海
洋
安
全

マ
リ
ン

(1W112)

西村・秋田・堀口・平山・
石黒・水谷・酒井

西村・秋田・堀口・平山・
石黒・水谷・酒井

(1W056/1W128)   2302

※2018年度生

エネルギープラント工学-1

*海のテクノロジー

勝井・西尾・宋・三輪・
三島・元井

【学部共通科目】

＊海のアクティブ・ラーニング

初回は4301教室(対面)
　　　　  4102教室(対面)

初回はオンライン

【注意事項】

■記号等の見方

＊印の専門科目 ： 必修科目

 ◇印の教員 ： 非常勤講師

■履修申請コード

（○Ｗ＊＊＊）：海事科学部専門科目

※Ｗの前の数字は開講期を表します。

   1：第1クォーター又は前期又は通年開講

   2：第2クォーター開講

■教室 （数字等４桁） 

４から始まる教室番号…第４号館（深江キャンパス）

２から始まる教室番号…第２号館（深江キャンパス）

■情報処理室（深江キャンパス）

ＭＩＰＣ1 (海事情報処理演習室1）　： 総合学術交流棟2階

ＭＩＰＣ2 (海事情報処理演習室2）  ： 総合学術交流棟3階

ＩＰＣ    (情報処理演習室)      ： 総合学術交流棟2階

■授業開講期間

・前期：４月１２日～８月１１日

・１Ｑ（第１クォータ－）：４月１２日～６月１１日

・２Ｑ（第２クォータ－）：６月１４日～８月１１日

一部のセメスター開講科目（実験、実習科目、寄附講義)を除いてクォー
ター毎に開講します。

■履修登録・履修取消期間

　・履修登録期間　　〔1Q科目、2Q科目、前期セメスタ－科目、通年科目〕

　　４月　２日（金）　１３：００　～　４月２３日（金）　１７：００

　・履修取消期間　　〔１Ｑ科目、前期セメスタ－科目、通年科目〕

　　４月２６日（月）　０：００　～　５月　６日（木） ２３：５９

　・履修取消期間　　〔２Ｑ科目〕

　　６月２８日（月）　０：００　～　７月　４日（日） ２３：５９

※履修登録完了後は、履修科目一覧表（PDF）を印刷をして教務学生グ
ループへ提出してください。

※定められた期間に履修登録をしていない科目は履修をしても単位修得で
きません。

※1Qに履修登録したセメスター科目は、2Qに履修登録をする必要はありま
せん。（※1Qに登録したセメスター科目は、2Qに履修取消不可）

※前期に登録した通年科目は、後期に履修取消できません。

■全学共通授業科目の履修について

【１Ｑ　「基礎教養科目」「総合教養科目」１次抽選登録（２年生以上）】

３月１６日（火） １５：００　～　３月１９日（金） １７：００

【１Ｑ/２Ｑ　再履修「外国語科目（必修）」、「共通専門基礎科目（数学系）」、
「情報基礎」抽選登録】

３月１６日（火） １５：００　～　３月１９日（金） １７：００

【結果発表】

３月２３日(火)

【２Ｑ　「基礎教養科目」「総合教養科目」１次抽選登録（全学年）】

５月　７日（金） ９：００　～　５月１４日（金） １７：００

【結果発表】

５月１８日（火）

※詳細は国際教養教育院のＨＰで必ず確認してください。
　http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/zengaku.htm

※「基礎教養科目」「総合教養科目」の一次抽選で漏れた場合は、必ず二
次抽選に応募してください。（１Ｑ：３月２６日　１０：００-１７：００／２Ｑ：５月１
９日　１０：００-１７：００）

■高度教養科目の履修について

海事科学部開講の高度教養科目は、履修登録期間中に各自で履修登録
をしてください。国際教養教育院又は他学部開講の科目は、科目によって
履修申請方法が異なりますので、うりぼーポータル等で確認してください。

■受講許可カード
他学科・他コース科目を履修する場合、受講許可カードの提出が必要で
す。ただし、マリンエンジニアリング学科の学生は、自学科他コース科目の
み受講許可カードなしで履修できます。用紙は教務学生グループで配布し
ています
第1回目の授業に出席し、担当教員の許可印を得て、４月１５日（木）までに
提出してください。

■｢基礎ゼミ1｣

前期授業第１回目は、特に指導教員から指示がない場合には指導教員の
研究室に集合してください。時間割表では水曜日3時限開講ですが、配属さ
れた担当教員の指示に従ってください。

■「海事理化学実験1」・「海事理化学実験2」

初回の教室については掲示板を確認してください。
実験を行う曜日は、ガイダンスにおいて担当教員から指示があります。

■2016-2017年度生と2018年度以降生のカリキュラムの違いについて

2018年度に科目の統廃合を行ったことにより、2016-2017年度生と2018年
度以降生で科目名、科目区分、必選区分などが異なる科目がありますの
で、2～4年生配当科目を履修する際は間違いのないように注意してくださ
い。入学年度の学生便覧をよく確認し、不明点があれば教務学生グループ
窓口にてお問い合わせください。

■セット履修について

“★ｾｯﾄ履修”の表示がある科目は、1・ 2又はA・Bの両方をセットで履修す
ることを条件としています。2つの時間割コードのうち、どちらか一方を履修
登録すると、自動的にもう一方のコードも登録されます。

■集中授業（海事科学部専門科目）

科　　目　　名 対　　象　　学　　生 担　当　教　員
履修申請

コード

　船橋シミュレータ演習 ２年 航海マネジメントコース  世良 1W020

＊船舶実習１ ２年 航海マネジメントコース  学級指導教員 1W151

＊船舶実習１ ２年 マリンエンジニアリング学科  学級指導教員 1W024

＊学内船舶実習１ ２年 航海マネジメントコース  藤本昌・学級指導教員 1W165

＊学内船舶実習１-１ ２年 マリンエンジニアリング学科  機関長・学級指導教員 1W021

※2018年度生
＊学内船舶実習１-２

３年 機関マネジメントコース  機関長・学級指導教員 1W162

※2016-2017年度生
＊学内船舶実習１-２

３年 マリンエンジニアリング学科  機関長・学級指導教員 1W019

＊学内船舶実習２ ３年 航海マネジメントコース  船長・学級指導教員 1W018

※2018年度生
＊特別研究１

４年 全学科（前期）  各指導教員 1W164

※2017年度以前生
＊特別研究

４年 全学科（通年）  各指導教員 1W129

＊学内船舶実習３ ４年 航海マネジメントコース  船長・学級指導教員 1W136

   学内船舶実習２ ４年 機関マネジメントコース  機関長・学級指導教員 1W143

２０１６～２０２０年度入学生用

この段は、海洋政策科学部の科目情報です。 海事科学部１年生に配当されている科目の情報は、下段で確認してください。

※教室等は変更の可能性があります。最新の情報は随時掲示にてお知らせしますので、ご確認ください。



【第２クォーター】（６月１４日～８月１１日）

【学部共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】

全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 *海洋政策科学通論 *海事実務概論-1

齋藤・領域長・コース長 ルックス 内田・廣野

(2Z002) (2Z010) 4101 (2Z003)

サウター

(2Z011) 4205 (2Z001)

◇アマ

(2Z012) 4304

◇川端

(2Z013) 4206

◇ライリー

(2Z014) 4302

◇ホーリー

(2Z015) 4207

全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。 全学共通授業科目の履修は国際教養教育院ＨＰをご確認ください。

＊海事科学通論 地勢学B

齋藤・学級指導教員 金子 4101

(2W061) (2W082)

※2021年度最終開講

【学科共通科目】 【学部共通科目】 ※2018年度以降生 【学部共通科目】 【高度教養科目】 【高度教養科目】 【学科共通科目】 【学科共通科目】 【学部共通科目】 ※2018年度以降生 【学部共通科目】

＊船舶機関学通論2 ＊海上交通法1-2 ＊海技実習 リーダーシップ演習1 流体力学1-2 材料力学1-2 ＊基礎プログラミング2 ＊アクアティックスポーツ 経済学Ⅰ-2 【各学科共通科目】 基礎ゼミ1 ※選択必修 海事国際法2 ＊応用統計学2 ＊航海学1-2 海事環境工学2 ＊船舶工学1-2 電気電子工学2 ＊ライティングﾞ英語D 【各学科共通科目】 海事理化学実験1

機関長 2301 藤本(昌） 2301 藤本（昌）・廣野・渕・世良・矢野 宋 2301 阿部 2301 長松 MIPC1 本間・◇栗山 4101 松本 2304 応用数学１-2 配属教員 岡田 2301 高坂 4301 ◇境・航海コース教員 三村 4102 西尾 4102 若林（伸） 2303 応用数学2-2 岩本・梅田・赤澤・武田

(2W076) (2W073) [セメスター開講]（1Q登録） 4301 (2W079) (2W075) (2W071) [セメスター開講]（1Q登録） (2W067) （ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ輸送科学科） ◇初谷 (2W066) (2W069) MIPC1 (2W074) 4304 (2W070) (2W077) (2W078) ルックス [通年開講]（1Q登録）

（海洋安全ｼｽﾃﾑ科学科） （2W065） 2304 (2W056) 4101

4301 上田 2303 ※4～5限、隔週開講 サウター 影山 2304

（2W109） 【学科共通科目】 (2W057) 4205 （2W118）

★セット履修 ◇アマ 【学部共通科目】

＊応用数学１-2 ※2016- ※2018年度 システム工学2 (2W058) 4304 ＊応用数学2-2 海事理化学実験2

（ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ学科） 2017年度生 以降生 ◇花田 4101 ◇川端 堀田・岡村・三村・山内・蔵岡・青木

髙坂 2304 【学部共通科目】 (1W092/2W068) (2W059) 4206 ※選択必修 [通年開講]（1Q登録）

（2W110） 海事政策論2 海事政策論2 ※2021年度最終開講 ◇ライリー 石井 4301

＊離散数学2 【学科共通科目】 【学部共通科目】 ＊数理計画法2 長谷部 長谷部 (2W060) 4302 （2W119)

堀口 4206 経済学Ⅱ-2 平山 MIPC1 (2W084) （2W108） ◇ホーリー

(2W081) 石黒 2303 (2W080) 2304 2304 (2W128) 4207

(2W072) ほかMIPC1・2、IPC　 ※2016-2017年度生

[セメスター開講]（1Q登録） 【学部共通科目】

4301 応用数学2-2

※2018年度以降生 ※2018年度以降生 【学部共通科目】 ※2018年度以降生 石井 4301

災害科学基礎論2 *物理化学Ⅱ-2 海事理化学実験1 ＊流体力学1-2 ＊材料力学1-2 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ工学2 ＊物理化学Ⅰ 電気電子工学2 （2W064）

ゴメス 4207 蔵岡 4205 梅田・岩本・赤澤・武田 宋 2301 阿部 2301 井川 4302 ※2016-2017年度生 山内 4206 山本 4206

（2W115） （2W116） [通年開講]（1Q登録） (2W089) (2W085) (2W090) 【学部共通科目】 (2W087) （2W117）

応用数学１-2

※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生 髙坂 2304 ※2016-2017年度生

安全工学基礎論2 物理化学Ⅱ-2 【学部共通科目】 （2W062） ＊電気電子工学2

ゴメス 4207 蔵岡 4205 海事理化学実験2 山本 4206

(2W083) (2W088) 堀田・岡村・三村・山内・蔵岡・青木 (2W086)

[通年開講]（1Q登録）

＊海技実習 ＊流体力学1-2 ＊材料力学1-2 ＊制御理論-2 ＊工業熱力学1-2 ＊機構学-2 ＊電気回路1-2

段・矢野 4102 勝井 4301 藤本（岳） 2304 山本 2304 柴原 2301 野村 4301 山本 4301

[セメスター開講]（1Q登録） (2W096) (2W093) (2W094) (2W092) (2W091) (2W095)

【学科共通科目】 【高度教養科目】 【学部共通科目】

リーダーシップ演習2 リーダーシップ2 船舶通信管理1 ＊海洋気象学2 ＊航海学演習1-B 経営組織論2 海事英語2-B 経済学Ⅲ-2 航海学3-2 操船学2-2 海事産業社会事情 海上貨物輸送論2 航海計器学2-2 ＊航海マネジメント学実験１

林・大澤 4206 ◇濵地・航海コース教員 酒井 4301 ルックス・渕 4206 ◇浅海 2304 廣野 4102 世良 4205 世良・渕・三輪 齋藤 4304 若林（伸） 2301 若林（伸）・◇加藤 2301

[セメスター開講]（1Q登録） （2W007) MIPC1 (2W009) 4304 (2W003) (2W005) 4207 (2W002) (2W008) (2W011) (2W006) (2W010) [セメスター開講]（1Q登録）

[セメスター開講]（1Q登録） (2W004) 4102 4102 MIPC1 2302

MIPC1

※2018年度以降生 ※2018年度以降生 ※2018年度以降生

＊社会資本計画2 情報管理論2 国土交通計画２ ＊ターミナル運営計画2 情報表現論2 戦略的意思決定論2 流通システム論 交通ネットワーク工学2 リスクマネジメント論2

石黒 4206 鎌原 MIPC2 竹林 4204 西村 2302 田中 MIPC1 平山 MIPC2 秋田 4207 竹林 4102 藤川 4205

(2W018) (2W019) (2W121) (2W012) (2W020) (2W021) (2W124) (２W126) (2W014)

※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生 ※2016-2017年度生

交通政策論2 ★セット履修 輸送ネットワーク論2 MIPC1

竹林 4204 流通システム論1,2 竹林 4102

(2W016) 秋田 4207 (2W023)

(2W125/２W024)

※2018年度以降生

海洋波理論2 内海域環境学2 環境放射線能動態学2 海洋観測解析論2 制御理論2 気象情報解析論2 ＊科学技術英語2 浮体運動力学2 機能性有機材料 船舶工学1-2 超伝導工学2 放射線計測学2 ＊海洋安全システム科学実験1

笹 岡村・林・上井 金崎 4101 林 MIPC2 元井 4205 大澤 4205 学級指導教員・ルックス 三村 4204 笹  4301 谷池 4302 ◇飯田 4102 武田 2304 金崎 4204 学級指導教員・学科全教員

(2W120) 4304 (2W031) 4101 (2W038) (2W037) (2W029) (2W027) (2W026) 4205 (2W025) (2W122) (2W034) (2W035) (2W036) (2W039) [セメスター開講]（1Q登録）

4206 ※2016-2017年度生 MIPC2/他

※2016-2017年度生は 浮体運動力学

2年生も受講可能。 笹  4301

希望の場合は教務窓口へ

リーダーシップ-2 機関マネジメント演習1-2 内燃機関工学-2 ＊伝熱工学-2 ＊材料加工学-2 電気機器-2 海事機関英語2 船舶工学1-2 機械設計学-2 燃料燃焼及び潤滑論-2 冷熱エネルギー工学-2 ＊マリンエンジニアリング実験

三輪・内田・前川 三輪 4205 段 4102 劉 2301 野村 2302 三島 4301 若林（正） 4207 西尾 4102 野村 4206 三村 4303 三輪 2302 藤本（岳）・学科全教員

(2W046) 4301 [セメスター開講]（1Q登録） (2W045) (2W043) (2W041) (2W044) [セメスター開講]（1Q登録） (2W042) (2W040) (2W047) (2W048) [通年開講]（1Q登録）

※2018年度以降生

流体機械-2 電子回路-2 浮体運動力学2 超伝導工学-2

勝井 4301 佐俣 4102 笹  4301 井川 2301 武田 2304

(2W050) (2W049) (2W123) (2W032) (2W097)

※2016-2017年度生

浮体運動力学

笹  4301

海上交通工学2 海上交通心理学2 船舶管理論2 運動科学B 船舶衛生2 ※2016-

廣野 4204 渕 4204 廣野 4204 本間 4206 藤平 4102 2017年度生

（2W103） （2W102） （2W104） （2W100） （2W101） 【学部共通科目】

海事政策論2 海事政策論2

長谷部 長谷部

(2W099) （2W108）

2304 2304

経営組織論2

酒井 4301

（2W105）

機関マネジメント演習2 運動科学-B 船舶衛生-2 機関マネジメント演習1-3

劉 2301 機関長・三輪・前川 4207 本間 4206 藤平 4102 三輪 4205

[セメスター開講]（1Q登録） [セメスター開講]（1Q登録） （2W106） （2W107） [セメスター開講](1Q登録)

２ ３５ １ ４

エネルギープラント工学-2

[セメスター開講]（1Q登録）

13:20～14:50

４

【学部共通科目】

*海のガバナンス

岡田・酒井・水谷・
石黒・藤本昌・沖本

＊ライティング英語B

13:20～14:50 15:10～16:4015:10～16:40

初回は4301教室(対面)
　　　 　 4102教室(対面)

　4301教室(対面)
　2304教室(オンライン)

【学部共通科目】【学部共通科目】

＊プロジェクト演習

[セメスター開講]（1Q登録）

堀口・長松・田中・西村・
鎌原

15:10～16:40 17:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10 8:50～10:20

2304教室(対面)
4301教室(対面)

（グローバル輸送科学科）

10:40～12:10

【学部共通科目】

＊ライティング英語B

「ライティング英語」再履修の
学生は、3月24日（水）までに
教務窓口で申請してくださ
い。自分ではクラス選択及び
履修登録はできません。クラ
ス発表は掲示板で確認してく
ださい。

17:00～18:30

海洋鉱物・ｴﾈﾙｷﾞｰ
資源概論

※開講日程は掲示版を確認すること

（ﾏﾘﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ学科）

（海洋安全システム科学科）

[セメスター開講]（1Q登録）

メ
カ
ト
ロ

機
関

10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40 13:20～14:50

[セメスター開講]（1Q登録）

[セメスター開講]（1Q登録）

17:00～18:30 17:00～18:30

藤本（昌）・廣野・渕・世良・
矢野

[セメスター開講]（1Q登録）

13:20～14:50

海
洋
安
全

ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰ変換工学2

海
洋
政
策
科
学
部

海
事
科
学
部

藤本(昌）・廣野･渕

最新舶用機器・技術概論

段・内田・阿部・三輪
・元井

３

学

年

藤本（昌）・廣野・渕・世良・
矢野

藤本（昌）・廣野・渕・
世良・矢野・藤川

航

海

ロ

ジ

海
洋
安
全

マ
リ
ン

航
海

ロ
ジ

５２ ３

10:40～12:10

１

学

年

４ ５３ １３ ４

15:10～16:40

５ １ ２学年 学科

月　　　　曜　　　　日 火　　　　曜　　　　日 水　　　　曜　　　　日 木　　　　曜　　　　日

１

8:50～10:20

２

＊マリンエンジニアリング演習

※2018年度生

令和３年度　【前期】 海事科学部授業時間割表
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２０１６～２０２０年度入学生用

【注意事項】

■記号等の見方

＊印の専門科目 ： 必修科目

 ◇印の教員 ： 非常勤講師

■履修申請コード

（○Ｗ＊＊＊）：海事科学部専門科目

※Ｗの前の数字は開講期を表します。

   1：第1クォーター又は前期又は通年開講

   2：第2クォーター開講

■教室 （数字等４桁） 

４から始まる教室番号…第４号館（深江キャンパス）

２から始まる教室番号…第２号館（深江キャンパス）

■情報処理室（深江キャンパス）

ＭＩＰＣ1 (海事情報処理演習室1）　： 総合学術交流棟2階

ＭＩＰＣ2 (海事情報処理演習室2）  ： 総合学術交流棟3階

ＩＰＣ    (情報処理演習室)      ： 総合学術交流棟2階

■授業開講期間

・前期：４月１２日～８月１１日

・１Ｑ（第１クォータ－）：４月１２日～６月１１日

・２Ｑ（第２クォータ－）：６月１４日～８月１１日

一部のセメスター開講科目（実験、実習科目、寄附講義)を除いてクォー
ター毎に開講します。

■履修登録・履修取消期間

　・履修登録期間　　〔1Q科目、2Q科目、前期セメスタ－科目、通年科目〕

　　４月　２日（金）　１３：００　～　４月２３日（金）　１７：００

　・履修取消期間　　〔１Ｑ科目、前期セメスタ－科目、通年科目〕

　　４月２６日（月）　０：００　～　５月　６日（木） ２３：５９

　・履修取消期間　　〔２Ｑ科目〕

　　６月２８日（月）　０：００　～　７月　４日（日） ２３：５９

※履修登録完了後は、履修科目一覧表（PDF）を印刷をして教務学生グ
ループへ提出してください。

※定められた期間に履修登録をしていない科目は履修をしても単位修得で
きません。

※1Qに履修登録したセメスター科目は、2Qに履修登録をする必要はありま
せん。（※1Qに登録したセメスター科目は、2Qに履修取消不可）

※前期に登録した通年科目は、後期に履修取消できません。

■全学共通授業科目の履修について

【１Ｑ　「基礎教養科目」「総合教養科目」１次抽選登録（２年生以上）】

３月１６日（火） １５：００　～　３月１９日（金） １７：００

【１Ｑ/２Ｑ　再履修「外国語科目（必修）」、「共通専門基礎科目（数学系）」、
「情報基礎」抽選登録】

３月１６日（火） １５：００　～　３月１９日（金） １７：００

【結果発表】

３月２３日(火)

【２Ｑ　「基礎教養科目」「総合教養科目」１次抽選登録（全学年）】

５月　７日（金） ９：００　～　５月１４日（金） １７：００

【結果発表】

５月１８日（火）

※詳細は国際教養教育院のＨＰで必ず確認してください。
　http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/zengaku.htm

※「基礎教養科目」「総合教養科目」の一次抽選で漏れた場合は、必ず二
次抽選に応募してください。（１Ｑ：３月２６日　１０：００-１７：００／２Ｑ：５月１
９日　１０：００-１７：００）

■高度教養科目の履修について

海事科学部開講の高度教養科目は、履修登録期間中に各自で履修登録
をしてください。国際教養教育院又は他学部開講の科目は、科目によって
履修申請方法が異なりますので、うりぼーポータル等で確認してください。

■受講許可カード
他学科・他コース科目を履修する場合、受講許可カードの提出が必要で
す。ただし、マリンエンジニアリング学科の学生は、自学科他コース科目の
み受講許可カードなしで履修できます。用紙は教務学生グループで配布し
ています
第1回目の授業に出席し、担当教員の許可印を得て、４月１５日（木）までに
提出してください。

■｢基礎ゼミ1｣

前期授業第１回目は、特に指導教員から指示がない場合には指導教員の
研究室に集合してください。時間割表では水曜日3時限開講ですが、配属さ
れた担当教員の指示に従ってください。

■「海事理化学実験1」・「海事理化学実験2」

初回の教室については掲示板を確認してください。
実験を行う曜日は、ガイダンスにおいて担当教員から指示があります。

■2016-2017年度生と2018年度以降生のカリキュラムの違いについて

2018年度に科目の統廃合を行ったことにより、2016-2017年度生と2018年
度以降生で科目名、科目区分、必選区分などが異なる科目がありますの
で、2～4年生配当科目を履修する際は間違いのないように注意してくださ
い。入学年度の学生便覧をよく確認し、不明点があれば教務学生グループ
窓口にてお問い合わせください。

■セット履修について

“★ｾｯﾄ履修”の表示がある科目は、1・ 2又はA・Bの両方をセットで履修す
ることを条件としています。2つの時間割コードのうち、どちらか一方を履修
登録すると、自動的にもう一方のコードも登録されます。

■集中授業（海事科学部専門科目）

科　　目　　名 対　　象　　学　　生 担　当　教　員
履修申請

コード

　船橋シミュレータ演習 ２年 航海マネジメントコース  世良 1W020

＊船舶実習１ ２年 航海マネジメントコース  学級指導教員 1W151

＊船舶実習１ ２年 マリンエンジニアリング学科  学級指導教員 1W024

＊学内船舶実習１ ２年 航海マネジメントコース  藤本昌・学級指導教員 1W165

＊学内船舶実習１-１ ２年 マリンエンジニアリング学科  機関長・学級指導教員 1W021

※2018年度生
＊学内船舶実習１-２

３年 機関マネジメントコース  機関長・学級指導教員 1W162

※2016-2017年度生
＊学内船舶実習１-２

３年 マリンエンジニアリング学科  機関長・学級指導教員 1W019

＊学内船舶実習２ ３年 航海マネジメントコース  船長・学級指導教員 1W018

※2018年度生
＊特別研究１

４年 全学科（前期）  各指導教員 1W164

※2017年度以前生
＊特別研究

４年 全学科（通年）  各指導教員 1W129

＊学内船舶実習３ ４年 航海マネジメントコース  船長・学級指導教員 1W136

   学内船舶実習２ ４年 機関マネジメントコース  機関長・学級指導教員 1W143

※教室等は変更の可能性があります。最新の情報は随時掲示にてお知らせしますので、ご確認ください。

この段は、海洋政策科学部の科目情報です。 海事科学部１年生に配当されている科目の情報は、下段で確認してください。
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