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1. 編入学から卒業までの流れ

2. 大学の授業形態、科目履修について

目 次

学生便覧および履修の手引きを一緒にご確認ください。
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大学を卒業するには･･････

• 2年間（4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（65単位以上）を得る

必要があります。

1.編入学から卒業までの流れ
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2. 大学の授業形態、科目履修について
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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。

冬期休業期間は非常に短い
振替授業告知、授業予備日等をはじめ学暦を注意深く確認しておくこと
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履修登録期間

第1Q, 第2Qは4月期にまとめて申請登録します。第3Q, 第4Qは
10月期にまとめて申請登録します。つまり履修手続きのタイミン
グは年2回です。
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第2セメスタ第１セメスタ

12 2
後期

第３クォーター 第４クォーター

6 8
前期

第１クォーター 第２クォーター 夏季休業

第3Q, 第4Q，第2セメスタ，第3Q
集中開講科目，第4Q集中開講
科目，10月期に履修申請指示の
あった期間外・不規則開講科目

申請は「神戸大学教務情報システム」（通称：うりぼーネット）を用
いて行います。

第1Q, 第2Q，第1セメスタ，第1Q
集中開講科目，第2Q集中開講
科目，4月期に履修申請指示の
あった期間外・不規則開講科目
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神戸大学トップページ ⇒ 在学生の方へ ⇒ うりぼーポータル ⇒
「うりぼーネット」 ⇒ユーザーIDとパスワードを入力してログイン

うりぼーポー
タル内の情報
もよく確認し
ておいてくだ
さい。

履修登録手続きのイメージ
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ログイン後、履修・抽選タグを
クリックして履修申請画面を
表示させる

第1Q、第2Q
の時間割はそ
れぞれこのタ
グを押すこと
で表示される

週時表外の科目、
期間外、不規則
開講科目を履修
するには下のボ
タンを押す！
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[重要] うりぼーネット上での履修登録手続きが
終わった後にすること！

うりぼーネットで履修登録後、[履修登録・登録状況照
会]の画面下にある [ＰＤＦ出力] をクリックし、PDF
データを印刷（プリントアウト）する。プリントアウトした
ものを保管しておいてください。
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履修取消期間

神戸大学では、履修・受講してみた科目の受講を取り消す期間
が設定されています。各々、履修開始後の所定の期間に設定さ
れているので留意してください。
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第2セメスタ第１セメスタ

12 2
後期

第３クォーター 第４クォーター

6 8
前期

第１クォーター 第２クォーター 夏季休業

第1Q, 第1セメスタ
第1Q集中開講科目
の履修取消期間

第2Q, 第2Q集中

開講科目の履修
取消期間

第4Q, 第4Q集中

開講科目の履修
取消期間

第3Q, 第2セメスタ，
第3Q集中開講科
目の履修取消期間

期間外・不規則開講
科目の履修取り消し
期間は別途，連絡さ
れる。取り消し自体
が認められないこと
もある。
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定期試験期間

成績を判定するため定期試験を課す科目が多くあります。定期
試験実施時期は各科目の履修期間末に設定されます。学暦予
定には定期試験期間の日程が明記され毎年発表されます。

1Q, 1Q集中科目の
定期試験

2Q, 2Q集中科目、

前期開講科目の
定期試験

4Q, 4Q集中科目、

後期開講科目の定
期試験

3Q, 3Q集中科目の
定期試験
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成績判定に関する注意事項

神戸大学では、学生の合格科目成績をGPに基づいて評価して

います。学生間の成績の序列化が必要になった際には、同ペー
ジに基づくGPAの高低によって成績順位を決定しています。
GPAは学科・ｺｰｽ・研究室配属を判断する指標にもなるのでご留
意ください。

 GPAについて

 定期試験等における不正行為について
定期試験での不正行為（カンニング､携帯電話（スマホ）等の所
持等）が発覚した際には、当該学生の同一学期（クォーターで
はなく学期）の単位認定が全て無効となります。レポート作成・
提出についても剽窃など、不正行為に当たるものが定義されて
いますので、不正に手を染めることなく自力を高める修学に努
めて下さい。

学生便覧P163～165

学生便覧P174
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授業区分（編入学者用） 学生便覧P125～136

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。ある程度専門
科目を学修した3・4年次生を対象に開講されるが、2年生から履修
可能な科目もある。

学部共通科目

・・・海事科学部学生が共通して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が、一部、他学部
開講科目を含みます。

専門科目

・・・海事科学部が開講する授業
・学科共通科目：各学科において共通して修得すべき学問内容を
まとめた科目群。
・コース専門科目：各コースにおいて修得すべき学問内容をまとめ
た科目群。

学生便覧P166等
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特別研究の履修要件 学生便覧P150

・1年間以上在学していること
・卒業所要科目単位数35単位以上を修得していること
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卒業要件 学生便覧P187

学科名 卒業要件単位 科目

グローバル輸送科学科
航海マネジメントコース

65 54以上 必修10単位（海事実用英語，航海マネジメン
ト学実験1，航海マネジメント学実験2，航海マ
ネジメント学実験3，学内船舶実習1，学内船
舶実習2，学内船舶実習3）を含む専門科目
（ロジスティクスコース専門科目を除く）

2 高度教養科目 2単位

9以上 特別研究（必修） 4単位
その他

（専門科目（他学科又は自学科）又は学部共
通科目）

・グローバル輸送科学科
ロジスティクスコース

・海洋安全システム科学科

・マリンエンジニアリング学科

65 54以上 専門科目
（3年次以上の必修を含む）

2 高度教養科目 2単位

9以上 特別研究（必修） 4単位
その他

（専門科目（他学科又は自学科）又は学部共
通科目）



15

授業区分（編入学者用）
学科・コースごとの専門科目 学生便覧P125～136

学科 専門科目

グローバル輸送科学科
航海マネジメントコース

学科共通科目
第一専門科目
第二専門科目

グローバル輸送科学科
ロジスティクスコース

学科共通科目
輸送計画分野（輸送経済，交通計画，物流計画）
経営数理分野（計画数理，情報科学，経営管理）

海洋安全システム科学科 学科専門基礎科目
学科専門科目

マリンエンジニアリング学科 学科共通科目
第一専門科目
第二専門科目 機関マネジメントコース
第二専門科目 メカトロニクスコース
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