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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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大学院を修了（学位取得）するには･･････

• 所定期間以上、大学院に在籍し、

• 所属コースで決められている科目を学び、

• コース所定の修了基準を満たし、

• 学位論文を書き、

• 学位論文審査に合格する

必要があります。

1.入学から修了までの流れ



4

2. 大学院の授業形態、科目履修について
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第１クォー
ター

第２クォー
ター

夏季休
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第３クォー
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第４クォー
ター

授業履修 授業履修

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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大学外部の有識者に教授をお願いした講義等では、定期的な（時
間割表に沿った）開講スケジュールとならないケースがあります。
これらの科目情報は（急遽開講が決まったものを除き）時間割表
枠外に記載されます。仔細は事後発表となる科目もあります。

これらの講義情報を見逃さないようにクォーター毎の時間割表・
科目開講予定（学生便覧p.223～228）は全て目を通してください。

注意点. 期間外・不規則開講科目

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
1限
2限
3限
4限
5限
6限
7限

期間外・不規則開
講科目の情報は
時間割表の枠外
（主に右枠外か下
枠外）に記載され
ます。
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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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[要注意事項] 時間割表外の必修科目等の履修

前期課程
1年次に「特定研究I」，「論文研究I」
を履修申請する際，これらは時間
割表外科目として扱われている．履
修申請において，これらの科目の
履修を忘れないように注意されたい．
2年次に「特定研究II」，「論文研究
II」を履修申請する際も同様の手続
きを2年次開始時に行う．2年次に，

この履修手続きを失念する大学院
生が散見されるので特に注意され
たい．

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！

後期課程

入学年度に「特定研究」の履修手続
きを行う．履修手続きを失念するこ
とが無いよう注意されたい．
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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下さい。
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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。

4 5 7 9 10 11 1 3

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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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。

4 5 7 9 10 11 1 3

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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修了要件について
（博士前期課程： 学生便覧p.231～
博士後期課程： 学生便覧p.236～）

学部と異なり，各科目が1年間のうちに全て開講されます
（一部例外有）．そのため，1年次,2年次毎の時間割はありません．
必修科目：「特定研究I」， 「特定研究II」， 「論文研究I」， 「論文研
究II」は時間割表に表れないため履修申請時注意してください．

時間割表について （博士前期課程）

科目の開講について （博士後期課程）
博士後期課程では，大学院生となる方に社会人（就労されながら
大学院にも入学）が多く，科目開講時間は臨機応変に対応する必
要があります．そのため，科目の開講時期のみが定められていま
す．受講希望の大学院生は科目担当教官に事前に連絡をとり，
開講時間の調整をおこなってください．
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3. 学位論文の執筆・提出・審査について

大学院を修了するには学位論文（修士論文，博士論文）を提出
する必要があります．これらの論文は大学院生自身が行った研
究に基づき作成する必要があります．他者の研究内容を転用し
たり，論文を剽窃することは極めて悪質な不正行為です．

論文審査は以下の手順を踏まえます．

1. 論文タイトルと審査教員（審査委員会）の決定

これは研究指導教員を通じて，教務学生グループに報告頂き
ます．研究指導教員と密にコミュニケーションをとってください．

2. 論文草稿の予備審査（博士後期課程のみ）

審査委員会教員に対し，研究内容・論文構成内容・学会発表
状況等を説明します．この段階で博士論文の草稿を審査教員
に提出する必要があります．
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3. 学位論文の提出
海事科学研究科では前期・後期毎に9月末修了もしくは3月末

修了をみすえた学位論文提出締切が設定されます．提出締切日
は毎年の学事暦に記載されますので確認してください．

このとき，学位論文を海事科学研究科教務学生グループに提
出する必要があります．締切期限は厳格に扱われますので，提
出遅れが生じないように留意願います．特に大学院の学位論文
提出時には，論文だけでなく要約やその他の必要書類も添付し
て提出する必要があります．

博士論文（博士後期課程）については，この提出の段階で所定
の研究業績が達成されていることが学位授与の条件となります．

4. 発表会・公聴会の開催

学位論文内容に基づき，研究内容のプレゼンテーションを行
います（発表会参加も原則，修了要件となっています）．

5. 最終試験の実施

多くの場合，論文審査教員と大学院生の面談により，研究内
容の理解等を確認する口述試験の形式がとられます．
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