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大学を卒業するには･･････

• ４年間（8学期以上）大学に在学し、

• 所属学科・コースで決められている科目を学び、

• 定期試験に合格して、

• 卒業論文を書き、

• 卒業に必要な単位数(130単位以上)を修得す

る。

1.入学から卒業までの流れ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
全文読み上げてください。色が変わります。
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2-1．授業時間等について（2020年度前期）

授業は平日(月～金）に開講・１コマ105分

1限目： ８：５０～１０：３５
2限目：１０：５５～１２：４０
3限目：１３：４０～１５：２５
4限目：１５：４５～１７：３０
5限目：１７：５０～１９：３５

2020年度
第１クォーター授業実施期間：5/7～6/25
第２クォーター授業実施期間：6/26～8/14
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2-2．授業時間等について（2020年度後期）

授業は平日(月～金）に開講・１コマ９０分

1限目： ８：５０～１０：２０
2限目：１０：４０～１２：１０
3限目：１３：１０～１４：５０
4限目：１５：１０～１６：４０
5限目：１７：００～１８：３０

2020年度
第３クォーター授業実施期間：10/1～11/30
第４クォーター授業実施期間：12/1～2/5
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3. クォーター制について

平成28年度から神戸大学では ２学期 クォーター制 を導入し
ました。

【クォーター制とは？】

前期・後期の授業期間をそれぞれ半分に分け、各８週で授業を
行う制度です。
各８週の授業期間を「クォーター（略してQ）」と呼びます。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

前期 後期

第１クォーター 第２クォーター 夏季休業 第３クォーター 第４クォーター

授業履修 授業履修

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
年末年始休みは極わずかの期間しかない．長期旅行の計画・実行等は避けること！★修正by平山学歴　→　学暦
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4.時間割表の見方について

月 火 水 木 金

鶴甲第一キャンパス 深江キャンパス

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
時間割を出させる。クリックすると、上段と下段に丸印:上段が第１Q,下段が第２Q開講科目。左から順に月、火、水…。月～木が鶴甲キャンパスでの授業、金曜が深江キャンパスで授業。
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卒業要件について

卒業要件は学科・コースごと
に異なりますが、この部分は
どの学科・コースも共通です。
1.2年生の間は、まず、この部

分の単位数をそろえていくこ
とになります。

学生便覧P132-P136
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
クリックしなくとも→□枠が表示される。まずはこの部分に注目させ、これらは授業区分を示していることを説明。
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大学における授業区分

全学共通授業科目 (時間割コードが”○U○○○”の科目）

国際教養教育院が提供する授業で、他学部学生と共に鶴甲キャンパスで開講され

るものが多数です。全学共通授業科目は、次の6のカテゴリーに分類されます。

1.基礎教養科目 4.情報科目

2.総合教養科目 5.健康ｽﾎﾟｰﾂ科学

3.外国語科目 6.共通専門基礎科目

高度教養科目
国際教養教育院及び各学部が提供する授業。

学部専門科目 （時間割コードが”○W○○○”の科目）

海事科学部が開講する授業

海事科学部学生が修得すべき学問内容をまとめた科目群。

主として深江キャンパスで開講されます。
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海事科学部1年次の受講科目について

 基礎教養科目・・・卒業要件：4単位以上
人文系、社会系、生命科学系、自然科学系の4つの分野から

開講し、基本的な知識及び「ものの見方」を学び、理解するこ
とを目的とした科目群。1年次 第2Qから授業が始まります。

 総合教養科目・・・卒業要件：4単位以上

多文化に対する理解を深め、多分野にまたがる課題を考え、
複眼的なものの見方、課題発見力を要請することを目的とし
た科目群。1年次 第2Qから授業が始まります。

全学共通授業科目（鶴甲キャンパス：月～木曜日）

学生便覧P121・122,132-136
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 外国語科目・・・卒業要件：8単位

外国語第Ⅰ(必修)・・・卒業要件：4単位
Academic English Communication A1,A2, B1,B2
Academic English Literacy A1,A2,B1,B2

外国語第Ⅱ（必修）・・・卒業要件：4単位
言語としては、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語から1種
を選択

 健康・スポーツ科学（選択）

注意点：
初年次はあらかじめクラス指定されています。
クラス分けを確認のうえ、指定されたクラスで受講する
こと！

学生便覧P123,132-136

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
上から読み上げていくと、注意点が大きく表示される。（自動）
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 情報科目・・・卒業要件：1単位

情報基礎（必修）
海事科学部学生は第1Q木曜日4限目に開講

 共通専門基礎科目・・・卒業要件：10単位以上

【数学及び理科の科目群】
専門科目を受けるための準備や導入のための科目群

数学・・・微分積分学、線形代数学、数理統計学
理科・・・物理系、化学系科目群とその実験科目

注意点：：
初回の授業（4月9日）で履修登録等に必要な“うりぼーネッ

ト”にログインするためのアカウント通知書を配布します。こ
のシステムが利用できないと、以降の修学に大きな支障が
生じますので、必ず「情報基礎」の講義には出席してください。

学生便覧P123・124,132-136

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★4/9の第1回「情報基礎」の授業には絶対出席すること，遅刻は厳禁であること，これにでないと「教学システムの使い方」，「科目履修方法」が理解できず，大学での勉強が破綻することを強く伝える．自動で色が変わる
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海事科学部で履修しなければならない共通専門基礎科目

学生便覧P147

数　学 化　学 計

微分積分1，2 力学基礎1，2  　物理学入門 基礎物理化学1，2

微分積分3，4 連続体力学基礎 基礎有機化学1，2

線形代数1，2 熱力学基礎

線形代数3，4 電磁気学基礎1，2

数理統計1，2

物　理　学 　　

10単位以上

全学共通授業科目の共通専門基礎科目の卒業に要する単位は10単位以上とする。

ただし，下記の表で示すように，数学6単位以上，物理学（物理学入門
を除く）4単位以上修得しなければならない。

＊物理学入門および化学では上記要件を満たしません。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
クリックすると卒業要件にカウントされる科目の部分が強調★基礎物理化学1,2や物理学入門は物理学系カテゴリーには含まれないことを強調して伝える！★「物理学入門（1単位）は、高校で基礎的な物理を履修しなかった学生、または物理を履修したが自信のない学生を対象として、力学に焦点を絞って物理学の知識や考え方の基礎を学ぶものです。これは上記の4単位に算入されませんので、注意してください。」


Sheet1

				数　学		物　理　学 　　				化　学		計

		専門基礎科目		微分積分1，2		力学基礎1，2		 　物理学入門		基礎物理化学1，2		10単位以上

				微分積分3，4		連続体力学基礎				基礎有機化学1，2

				線形代数1，2		熱力学基礎

				線形代数3，4		電磁気学基礎1，2

				数理統計1，2

		計		6単位以上		4単位以上







14

学部専門科目（深江キャンパス：金曜日）

学部共通科目・・・卒業要件：16単位以上

１年次のうちに履修すべき学部共通科目

• 「初年次セミナー」（必修・第1Q開講)
• 「海事科学通論」（必修・第2Q開講)
• 「コミュニケーション英語A」（必修・第1Q開講)
• 「コミュニケーション英語B」（必修・第2Q開講)
• 「コミュニケーション英語C」（必修・第3Q開講)
• 「コミュニケーション英語D」（必修・第4Q開講)
• 「ライティング英語A」（必修・第3Q開講)
• 「ライティング英語B」（必修・第4Q開講)

講義は少人数クラスに分かれて実施しています。自身の所
属するクラスを確認して履修登録をしてください。

学生便覧P124,132-136
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以下は選択科目ですが、学部共通科目は総計16単位以上取得し
ないと卒業要件を満たせません。積極的に履修してください。

• 「地勢学A」（選択・第1Q開講)
• 「地勢学B」（選択・第2Q開講)
• 「海洋学1」（選択・第3Q開講)
• 「海洋学2」（選択・第4Q開講)
• 「海事社会学-1」（選択・第3Q開講)
• 「海事社会学-2」（選択・第4Q開講)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★学部共通科目「コミュニケーション英語」，「ライティング英語」のクラス分けは共通である．全学共通授業科目 外国語第1の科目「Academic English Communication B1,B2」，「Academic English Literacy B1,B2」のクラス分けは国際教養教育院の教務が発表し，海事科学部学部共通科目のクラス分けとはなんら関係が無い．本件を混同して勘違いしないように注意喚起を行う．★原則として，教科書は開講キャンパスの大学生協書籍販売所で販売している．つまり，深江キャンパス開講科目（金曜日の授業）の教科書は深江キャンパス大学生協で購入できる．鶴甲第一キャンパス開講科目（月～木曜日の授業）の教科書は鶴甲第一キャンパス大学生協で購入できる．★ルックス先生より要請があれば教科書購入を強く勧め，少し早めに講義を終える（教科書購入時間の確保）
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注 意 事 項

学籍番号下3桁でクラス分けをする科目が多数、
履修登録間違いが多く、せっかく授業を受けても
単位が認められなくなるので要注意！！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
共通専門基礎科目について、ピンク網掛けの部分。学番下3桁でクラス分けされていることを強調。自動で注意事項が出てきて大きくなる。
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履修登録について

履修登録は履修登録期間中に学生自身が神戸大学教務情報シ
ステム（うりぼーネット）を用いて行います。

＊この手続きを行わずに授業に出席し、テストを受けても単位修
得はできません！

☆送付しています1年生前期の履修登録ガイドを参照
の上、必ず使い方をマスターしてください。

・学生毎のIDとパスワードが発行され、コンピュータシステムにロ

グインした状態（学生を特定した状態）で履修申請を受け付ける
システムになっています。 自身のIDとパスワードに関する情報を
他人に漏洩することは禁止されています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
クリックすると青字がピンクに
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パソコン必携について

第１Qはオンラインによる遠隔授業で行います。
準備すべきパソコンの仕様・性能等の情報は、うりぼー
ポータル「パソコン必携」のページで確認してください。

その時までに、
パソコンのセットアップ、
OSのアップデートを行い、
充電しておこう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★修正by平山スライドのデザインを統一
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今日はここまで。
続きは4/10金曜日1限目の初年次セミナーにて詳しく
説明します。学生便覧を忘れずに持ってきてください。

●授業は5/7木曜日から始まります。

●月曜から木曜の授業は鶴甲第一キャンパスで、
金曜の授業は深江キャンパスで行われます。

外国語第一・外国語第二・コミュニケーション英語Aの自分のクラスを確認しま
しょう。

●自分の学籍番号下3桁を確認し、共通専門基礎科目や情報科目のクラスを
確認しましょう。

●4/9木曜日4限目の情報基礎、4/10金曜日1限目の初年次セミナーは必ず
出席しましょう。

●休講・教室変更など、みなさんへの連絡事項はうりぼーネットにて連絡します
ので授業のある日は必ず、確認しましょう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自動で今日のまとめが一行ずつ出てくるので読み上げてください。
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大学での授業の履修方法

2020年度 海事科学部
新入生オリエンテーション
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