
【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。 ＊海事科学通論 地勢学

学級指導教員 ルックス ◇金子

(1W500) (1W642) 4101 （1W639） 4101

サウター

(1W643) 4205 ※2021年度最終開講

◇アマ

初回は4301教室 (1W644) 4102

◇川端

(1W645) 4206

◇ライリー

(1W646) 4302

ほかMIPC1・2、IPC　

【学科共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】 【学科共通科目】 【学科共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】

＊船舶機関学通論 ＊海上交通法1 ＊海技実習 流体力学1 材料力学1 ＊基礎プログラミング ＊アクアティックスポーツ 経済学Ⅰ 応用数学1 ＊基礎ゼミ1 海事国際法 ＊応用統計学 ＊航海学1 海事環境工学 *船舶工学1 電気電子工学 【学部共通科目】

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 上田 2303 配属教員 岡田 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 海事理化学実験1

(1W546) (1W536) (1W531) 4301 (1W551) (1W543) (1W523) (1W526) (1W517) (1W511) (1W516) (1W515) (1W520) MIPC1 (1W539) 4304 (1W521) (1W547) (1W550) ルックス 影山 2304 岩本・梅田・赤澤・武田

(1W528) 4301 (1W506) 4101 (1W514) [通年開講]　（1W624)

【月制集中】 1Q 【月制集中】 1Q 【学科共通科目】 ※選択必修 【学科共通科目】 サウター

＊ロジスティクス概論 ＊離散数学 ＊ロジスティクス概論 経済学Ⅱ ＊数理計画法 システム工学 (1W507) 4205

堀口 4206 石黒 2303 平山 MIPC1 ◇花田 4101 ◇アマ 海事理化学実験2

(1W567) (1W525) (1W563) (1W519) (1W508) 4304 堀田・岡村・三村・山内・蔵岡・青木

(1W556) 2302 (1W556) 2302 (1W002) 4301 ◇川端 [通年開講]　（1W625)

【学部共通科目】 【月制集中】 1Q (1W509) 4206

安全工学基礎論 物理化学Ⅱ 海事理化学実験1 ＊流体力学1 ＊材料力学1 自然エネルギー工学 ＊海洋安全システム科学通論 4206 ＊電気電子工学 海事政策論 ◇ライリー

ゴメス 4207 蔵岡 4205 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 (1W572) 山本 4206 長谷部 2304 (1W510) 4302

(1W569) (1W583) [通年開講]　（1W624） (1W584) (1W576) (1W577) (1W579) (1W571)

【月制集中】 2Q ほかMIPC1・2、IPC　

＊物理化学Ⅰ 4206

海事理化学実験2 山内 (1W582)

堀田・岡村・三村・山内・蔵岡・青木

[通年開講]　（1W625）

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

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

(1W597) (1W610) (1W603) (1W604) (1W601) (1W600) (1W607)

【学科共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】

リーダーシップ演習2 リーダーシップ 船舶通信管理1 ＊海洋気象学 ＊航海学演習1 経営組織論 経済学Ⅲ 航海学3 操船学2 海事産業社会事情 海上貨物輸送論 航海計器学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 1Q：渕／2Q：齋藤 若林（伸） 2301 若林（伸）・◇加藤

(1W548) 4102 (1W537) MIPC1 (1W541) 4304 (1W524) (1W532) 4207 (1W518) (1W540) (1W549) (1W001) 2302 (1W533) 4304 (1W542) (1W538) 2301

(1W529) (1W527) 4102 MIPC1 MIPC1

【月制集中】2Q

＊社会資本計画 情報管理論 交通政策論 情報表現論 戦略的意思決定論 流通システム論 輸送ネットワーク論 リスクマネジメント論 ＊プロジェクト演習

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

(1W560) (1W561) (1W558) (1W552) 2302 (1W562) (1W564) (1W568) (1W566) (1W555)

(1W553) MIPC1

【月制集中】 1Q 【月制集中】1Q 【月制集中】 1Q

海洋波理論 内海域環境学 環境放射能動態学 海洋観測解析論 制御理論 ＊科学技術英語 浮体運動力学 環境分析化学 4302 船舶工学1 超伝導工学 放射線計測学 ＊海洋安全システム科学実験

笹 岡村・林・上井 金崎 4101 林 MIPC2 元井 4205 大澤 4205 三村 4204 笹  4301 堀田 (1W593) ◇飯田 4102 武田 2304 金崎 4204 学級指導教員・学科全教員

(1W586) 2302 (1W641) 4304 (1W581) 4101 (1W586) 2302 (1W594) (1W592) (1W578) (1W573) (1W570) 4205 (1W585) (1W591) 【月制集中】 2Q (1W589) (1W590) (1W595) [通年開講]　（1W627）

4206 機能性有機材料 4302 MIPC2/他

※２年生も受講可 谷池 (1W587)

リーダーシップ 機関マネジメント演習1 内燃機関工学 ＊材料加工学 電気機器 海事機関英語2 船舶工学1 機械設計学 燃料燃焼及び潤滑論 冷熱エネルギー工学 ＊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

(1W612) 4301 (2年次後期登録済み） (1W609) (1W606) (1W602) (1W608) (1W614) （1Ｗ605） （1W599） (1W618) (1W611) [通年開講]　（1W628）

　

流体機械 電子回路 浮体運動力学 エネルギープラント工学 超伝導工学

勝井 4301 佐俣 4102 笹  4301 井川 2301 武田 2304

(1W623) (1W621) (1W622) (1W619) (1W620)

【学科共通科目】

海上交通工学 海上交通心理学 船舶管理論 運動科学 船舶衛生 海事政策論

廣野 4204 渕 廣野 4204 本間 4206 藤平 4102 長谷部 2304

(1W534) (1W535) 4204 (1W545) (1W530) (1W544) (1W522)

経営組織論

酒井 4301

(1W574)

機関マネジメント演習2 運動科学 船舶衛生 機関マネジメント演習1

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

(1W596) (1W616) (1W613) (1W617) (2年次後期登録済み）

令和３年度　【前期】 海事科学部授業時間割表

学年 学科

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

１ ２

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

５ １ ２ ３４ ５ １ ２３ ４ ５４ ５

15:10～16:40 17:00～18:30

４ ５ １ ２ ３

13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:308:50～10:20 10:40～12:10

３ ４

8:50～10:20 13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:5010:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10

１ ２ ３

２

学

年

航
海

リーダーシップ演習１

1

学

年

＊ライティング英語１

学籍番号（下3桁）によ
り教室を割り振りま
す。

※2016年度より、

1Q：初年次セミナー
2Q：海事科学通論

の開講となってます。
1Q：初年次セミナーか
ら履修しなければ読み
替えの単位認定がで
きないので注意してく
ださい。

＊ライティング英語2

藤本（昌）・廣野・渕・世
良・矢野

1Q:4301

ロ
ジ

【学部共通科目】 ２Q:2301

最新舶用機器・技術概論

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

段・内田・阿部・三輪・
元井

海
洋
安
全

マ
リ
ン

堀口・長松・田中・
西村・鎌原

海
洋
安
全

ロジスティクス概論 ロジスティクス概論 気象情報解析論 エコエネルギー変換工学

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

学級指導教員・ルックス

ロ
ジ

＊ターミナル運営計画

＊伝熱工学

メ
カ
ト
ロ

４

学

年

航
海

ロ
ジ

海
洋
安
全

機
関

メカ
トロ

３

学

年

航
海

海事英語2

藤本（昌）・廣野・渕・世
良・矢野

藤本（昌）・廣野・渕・世
良・矢野・藤川

藤本(昌）・廣野･渕

機
関

＊マリンエンジニアリング演習

２０１３年度～２０１５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

■履修申請コードの見方

（○Ｗ＊＊＊）：海事科学部開講科目

※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。

2015年度以前入学の学生がクォーター配当の専門科目を再履修する際
は、セメスター配当の科目名・履修申請コードで履修登録を行ってくださ
い。ただし、授業および定期試験は各クォーター毎に受けることになりま
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

※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。

※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。

※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）

※2016年度より、「教養原論」は「基礎教養科目」及び「総合教養科目」に
変更になり、授業科目名及び履修登録方法が変わりました。
2015年度以前生が履修する際は、国際教養教育院WEBサイトで読替科
目について確認したうえで履修してください。

※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
１９日　１０：００-１７：００）

■「ライティング英語１」「ライティング英語２」の再履修

令和３年度に限り、「ライティング英語」を前期、「コミュニケーション英語」
を後期に開講します。再履修の学生は、３月２４日（水）までに教務学生グ
ループにて申請してください。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。

■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。

■月制集中授業
月制集中授業とは、1学期を半分に分け、2ヶ月ずつ週2コマ（90分×2）で
授業を実施するものです。

学期において、同一曜日時限には1科目のみしか履修登録することができ
ないため、重複する１科目（時間割表で二段に記載されているもう一方の
科目）は、集中等の欄から履修登録するようにしてください。

■｢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。

■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 1W635

＊船舶実習１ ２年 航海マネジメントコース  学級指導教員 1W631

＊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　 1W636

＊学内船舶実習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 1W637

＊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 1W632

＊学内船舶実習１ ３年 マリンエンジニアリング学科  学級指導教員 ２年次前期登録済

＊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 1W633

   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 1W615

＊特別研究 ４年 全学科（通年）  各指導教員 1W626

※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。
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