
※裏面：外国語第Ⅱ時間割表、注意事項

【第３クォーター】

法学A 哲学 微分積分３ 数理統計１ 電磁気学基礎１ 科学技術と論理 English Literacy B1 基礎有機化学１ 線形代数３ 連続体力学基礎 地勢学Ａ 海事社会学-１ 海洋学1

大塚 （3U012） 加藤 （3U001） 加藤 Ｂ101 松岡 Ｋ601 佐古 Ｂ109 佐藤 Ｋ301 青山 Ｋ402 ルックス ルックス

政治学A 心理学A （3U726） クラス61 （3U178） （3U114） （学籍番号下3桁） （学籍番号下3桁） （学籍番号：奇数） （3U083） クラス61 (3U829) 松岡(広) Ｋ601 （学籍番号下3桁） 山下 （学籍番号：奇数） (3U094) (3W047) 4101 (3W042) 4101 ◇長田ほか

岩佐 （3U013） 松本 （3U003） Bradley Ｄ411 001～068番 001～100番 岩本 Ｃ401 米本 M301 (3U113) 001～068番 (3U689) 梅田　 Ｋ402 EU基礎論 ◇金子 4301 (3W052) 4301 香西 2304

政治学B 心理学B 高坂 Ｋ303 首藤 Ｋ302 （3U800） 環境学入門A （3U258） 安本 Ｂ101 佐藤 (3U809) 吉井 Ｂ209 サウター サウター (3W055) (3W053)

中村 （3U016) 山根 （3U005） 三浦 Ｂ102 クラス62 （3U179） （3U778） （3U785） 牧 Ｂ209 クラス62 (3U762) (3U690) (3U096) (3W048) 4205 (3W043) 4205

社会学 教育学Ａ （3U728） Eric Ｄ412 （3U091） 保田 M302 山口

梅村 （3U019） 川地 （3U009） ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ Ｋ202 ※事前ｶﾞｲﾀﾞﾝｽを実施 （3U259） 企業社会論B (3U691) （学籍番号：偶数） ◇レベック ◇レベック

地理学 クラス63 （3U180） (3U116)  　 （学籍番号下3桁） （学籍番号下3桁） （学籍番号：偶数） クラス63 鶴田 （学籍番号下3桁） 國土 藤 Ｋ202 (3W049) 4206 (3W044) 4206 ◇山崎 2304 林 4301

菊地 （3U021) 河辺 Ｂ201 柴田 Ｄ509 069～136番 101番～ 田中 Ｋ301 山澤 B204 (3U122) Ｋ202 069～136番 （3U692） (3U810) (3W056) (3W054)

生物学A （3U730） 藤 Ｄ309 阪本 Ｋ402 （3U801） 山内 Ｋ202 （3U260） 上田 Ｂ201 南 Ｋ202 ◇ディーゲル ◇ディーゲル

蘆田 （3U023） クラス64 （3U181） ひょうご神戸学 （3U779） （3U786） （3U118） クラス64 (3U763) (3U115) (3W050) 4207 (3W045) 4207

山中 Ｄ206 松下 Ｂ110 吉田 D312

(3U119) （3U261） 松下 Ｂ110 ◇アルボレーダ ◇アルボレーダ

クラス65 （3U182） （学籍番号下3桁） 【共通専門基礎科目】 クラス65 （学籍番号下3桁） (3U120) (3W051) 4302 (3W046) 4302

Vivian Ｄ207 【情報科目】 137番～ 松家 C202 137番～

石井 Ｄ413 田原 Ｋ401 （3U262） 影山 Ｄ413 齋藤 Ｂ210

伴 Ｋ502 （3U780） （3U789） (3U764) (3U121)

（3U861） ほかMIPC1・2、IPC　 ほかMIPC1・2、IPC　

黒田

[ｾﾒｽﾀｰ開講]（3U095)

【共通専門基礎科目】

線形代数１（再履修）

加藤 Ｋ301

（3U749)

【第４クォーター】

文学B 科学技術と論理 法学B 地勢学Ｂ 海事社会学-2 海洋学2

真下 （4U069） 昆野 （4U054） 松岡 Ｋ601 佐古 Ｂ109 渋谷 （4U011） 佐藤 Ｋ301 青山 Ｋ402 ルックス ルックス

言語科学A クラス61 （4U112） （学籍番号下3桁） （学籍番号下3桁） （学籍番号：奇数） （4U085） クラス61 政治学B (4U829) 松岡 Ｋ601 （学籍番号下3桁） （学籍番号：奇数） （4U095） (4W055) 4101 (4W050) 4101 ◇長田ほか

坂本（眞） （4U086） 田中 （4U057） Bradley Ｄ411 001～068番 001～100番 岩本 Ｃ401 米本 M301 阪野 （4U014） （4U111 ） 001～068番 山下 梅田　 Ｋ402 ◇金子 4301 （4W060） 4301 香西 2304

身近な物理法則 芸術と文化A （4U178） 高坂 Ｋ303 首藤 Ｋ302 （4U800） 環境学入門B （4U258） 経済学A 安本 Ｂ101 (4U689) (4U809) サウター サウター (4W063) (4W061)

谷 （4U087） 坂東 （4U060） （4U778） （4U785） 牧 Ｂ209 芦谷 （4U016） (4U762) 南 Ｋ202 (4W056) 4205 (4W051) 4205

生命科学B 芸術と文化B クラス62 （4U092） クラス62 社会学 佐藤 （4U113）

古屋敷 （4U089） 寺内 （4U062） Eric Ｄ412 保田 M302 酒井 （4U018） (4U690) （学籍番号：偶数） ◇レベック ◇レベック

日本史B （4U179） ｱﾚｷｻﾝﾀﾞｰ Ｋ202 （学籍番号下3桁） （学籍番号下3桁） （学籍番号：偶数） （4U259） （学籍番号下3桁） 藤 Ｋ202 松下 Ｂ110 (4W057) 4206 (4W052) 4206 ◇山崎 2304 林 4301

坂本（克） （4U091） 山本 （4U065） （4U114） 069～136番 101番～ 田中 Ｋ301 069～136番 山口 (4U810) （4U118） (4W064) (4W062)

東洋史A クラス63 藤 Ｄ309 阪本 Ｋ402 （4U801） クラス63 上田 Ｂ201 (4U691) ◇ディーゲル ◇ディーゲル

末次 （4U106） 村井 （4U068） 柴田 Ｄ509 （4U779） （4U786） 山内 Ｋ202 山澤 B204 (4U763) 齋藤 Ｂ210 (4W058) 4207 (4W053) 4207

アジア史B （4U180） （4U116） （4U260） 國土 （4U119）

貞好 （4U070） 松下 Ｂ110 （4U692） ◇アルボレーダ ◇アルボレーダ

クラス64 （4U117） （学籍番号下3桁） クラス64 （学籍番号下3桁） (4W059) 4302 (4W054) 4302

三浦 （4U075） 山中 Ｄ206 137番～ 吉田 D312 137番～

（4U181） 石井 Ｄ413 田原 Ｋ401 （4U261） 影山 Ｄ413 黒田

櫻井 （4U098） （4U780） （4U789） (4U764)

クラス65 クラス65 ほかMIPC1・2、IPC　 ほかMIPC1・2、IPC　

河島 （4U115） Vivian Ｄ207 松家 C202

（4U182） （4U262）

【共通専門基礎科目】

線形代数２ （再履修）

加藤  Ｋ301

（4U749)

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学実習１

※「健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学実
習基礎1・2」の単位を修
得していることが履修
の条件。

※3Qの初回授業時に
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・ｸﾗｽ分けを行
います。写真１枚（縦
4cm×横3cm）を必ず持
参のうえ、鶴甲第1ｷｬﾝ
ﾊﾟｽ第2体育館に集合
のこと。

※履修希望者は初回
授業に出席すること

※履修希望者は初回
授業に出席すること

※履修希望者は初回
授業に出席すること

火　　　　曜　　　　日

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学講義A

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学講義B

※履修希望者は必ず
事前ガイダンスに出席
すること

ESD生涯学習論A

情報基礎　（再履修）

微分積分１ （再履修）

ボランティアと社会貢
献活動A

8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３

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

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学講義C

神戸大学の研究最前線A

＊コミュニケーション英語C

（学番下１桁：奇数） 

男女共同参画とｼﾞｪﾝﾀﾞｰA

10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40

国際教育総合センター3階
コンピューター室（六甲台
第2ｷｬﾝﾊﾟｽ）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
育成基礎演習

職業と学び
－ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ を考
えるA

【学部共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】

地域社会形成基礎論

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ入門A

＊ライティングﾞ英語A

※履修希望者は初回
授業に出席すること

17:00～18:308:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30 8:50～10:20

１ ２ ３ ４４ ５３ ４ ５ １ ２ ３

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

２ ３

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

平成30年度　【後期】 海事科学部授業時間割表

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

English
CommunicationB１

裏面に記載の一覧
表を参照すること。

ESD論
（持続可能な社会づ
くり2)A

裏面に記載の一覧
表を参照すること。

４ ５ １ ２１ ２ ３ ４ ５ １ ５

8:50～10:20 10:40～12:10

科学史B

社会生活と法

神戸大学史B

東洋史B English
Communication B２

ESD生涯学習論B 裏面に記載の一覧
表を参照すること。

電磁気学基礎２ English Literacy B2 ESD論
（持続可能な社会づ
くり2) B

生物資源と農業D

基礎有機化学２

地球史における生物の変遷

ボランティアと社会貢
献活動B

神戸大学の研究最前線B

現代物理学が描く世界

微分積分４ 数理統計２

（学番下１桁：奇数） 

（学番下１桁：偶数） （学番下１桁：偶数） 

（学番下１桁：奇数） （学番下１桁：奇数） 

５

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

＊コミュニケーション英語D

金　　　　曜　　　　日

8:50～10:20

＊ライティングﾞ英語B

１ ２ ３ ４

【基礎教養科目】 【基礎教養科目】 【健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学】 【外国語第Ⅰ】 【総合教養科目】★ 【外国語第Ⅱ】 【共通専門基礎】 【共通専門基礎】 【共通専門基礎】 【総合教養科目】★ 【外国語第Ⅰ】 【共通専門基礎】 【総合教養科目】★ 【外国語第Ⅱ】 【共通専門基礎】 【健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学】 【共通専門基礎】 【総合教養科目】★

国際教育総合センター3階
コンピューター室（六甲台
第2ｷｬﾝﾊﾟｽ）

【学部共通科目】

【総合教養科目】 【総合教養科目】 【外国語第Ⅰ】 【総合教養科目】★ 【外国語第Ⅱ】 【共通専門基礎】 【共通専門基礎】 【共通専門基礎】 【総合教養科目】★ 【外国語第Ⅰ】 【基礎教養科目】 【共通専門基礎】 【総合教養科目】★ 【外国語第Ⅱ】 【共通専門基礎】 【健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学】 【共通専門基礎】 【総合教養科目】★ 【学部共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】 【学部共通科目】

（学番下１桁：偶数） （学番下１桁：偶数） 

１ ２

【共通専門基礎科目】

健康・スポーツ科学実習２

微分積分2 （再履修）

[ｾﾒｽﾀｰ開講]（3Q登録)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
育成基礎演習

データサイエンス入門B

職業と学び
－ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ を考
えるB

地域社会形成基礎論

熱力学基礎 男女共同参画とｼﾞｪﾝﾀﾞｰB

【学部共通科目】

裏面に記載の一覧
表を参照すること。

線形代数４

17:00～18:30

４ ５３ ４ ５ １

※履修希望者は初回
授業に出席すること

※履修希望者は初回
授業に出席すること

ひょうご神戸学

※事前ガイダンスを実
施

※履修希望者は初回
授業に出席すること

水　　　　曜　　　　日 木　　　　曜　　　　日

２ ３

8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:3017:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40

４ ５

月　　　　曜　　　　日

１年生配当科目（２０１８年度入学者用）



【注意事項】

■ドイツ語 ■記号等の見方

＊印の専門科目 ： 必修科目

時間割コード 科目名 担当教員 教室 時間割コード 科目名 担当教員 教室  ◇印の教員 ： 非常勤講師

22 3U427 ドイツ語初級Ｂ３ 安田　麗 M202 4U427 ドイツ語初級Ｂ４ 安田　麗 M202

23 3U428 ドイツ語初級Ｂ３ 北川　順一 D306 4U428 ドイツ語初級Ｂ４ 北川　順一 D306 ■履修申請コード

（○Ｗ＊＊＊）：海事科学部専門科目

（○Ｕ＊＊＊）： 全学共通授業科目

時間割コード 科目名 担当教員 教室 時間割コード 科目名 担当教員 教室 ※Ｗ,Ｕの前の数字は開講期を表します。

22 3U412 ドイツ語初級Ａ３ 外山　和子 M201 4U412 ドイツ語初級Ａ４ 外山　和子 M201    （３： 第３クォーターまたは後期開講　／　  ４： 第４クォーター開講）

23 3U413 ドイツ語初級Ａ３ 横田　一哉 B204 4U413 ドイツ語初級Ａ４ 横田　一哉 B204

■教室 （数字等４桁） 

■フランス語 ２から始まる教室番号…第２号館（深江キャンパス）

４から始まる教室番号…第４号館（深江キャンパス）

時間割コード 科目名 担当教員 教室 時間割コード 科目名 担当教員 教室 B・C・D・F・K・Mから始まる教室番号…鶴甲第１キャンパス

19 3U502 フランス語初級Ｂ３ 塚島　真実 D512 4U502 フランス語初級Ｂ４ 塚島　真実 D512

■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

時間割コード 科目名 担当教員 教室 時間割コード 科目名 担当教員 教室 ＭＩＰＣ2 (海事情報処理演習室２）  ： 総合学術交流棟３階

19 3U493 フランス語初級Ａ３ 岩本　和子 D411 4U493 フランス語初級Ａ４ 岩本　和子 D411 ＩＰＣ    (情報処理演習室)      ： 総合学術交流棟２階

■中国語 ■授業開講期間

・後期：１０月１日～２月８日

時間割コード 科目名 担当教員 教室 時間割コード 科目名 担当教員 教室 ・３Ｑ（第３クォータ－）：１０月１日～１１月３０日

30 3U556 中国語初級Ａ３ 付　瑞 B204 4U556 中国語初級Ａ４ 付　瑞 B204 ・４Ｑ（第４クォータ－）：１２月３日～２月８日

31 3U557 中国語初級Ａ３ 段　飛虹 D309 4U557 中国語初級Ａ４ 段　飛虹 D309

32 3U558 中国語初級Ａ３ 金　珠 D304 4U558 中国語初級Ａ４ 金　珠 D304 ■履修登録・履修取消期間

　・履修登録期間　　〔３Ｑ科目、４Ｑ科目、後期セメスタ－科目〕

　　１０月　１日（月） ９：００　～　１０月１５日（月） １７：００

時間割コード 科目名 担当教員 教室 時間割コード 科目名 担当教員 教室 　・履修取消期間　　〔３Ｑ科目、後期セメスタ－科目〕

30 3U595 中国語初級Ｂ３ パン　新平 M301 4U595 中国語初級Ｂ４ パン　新平 M301 　　１０月１６日（火）　０：００　～１０月２２日（月） ２３：５９

31 3U596 中国語初級Ｂ３ 川口　ひとみ D306 4U596 中国語初級Ｂ４ 川口　ひとみ D306 　・履修取消期間　　〔４Ｑ科目〕

32 3U597 中国語初級Ｂ３ 李　愛華 D303 4U597 中国語初級Ｂ４ 李　愛華 D303 　　１２月１７日（月）　０：００　～１２月２３日（日） ２３：５９

■ロシア語

時間割コード 科目名 担当教員 教室 時間割コード 科目名 担当教員 教室

4 3U641 ロシア語初級Ａ３ 三浦　由香利 D506 4U641 ロシア語初級Ａ４ 三浦　由香利 D506

時間割コード 科目名 担当教員 教室 時間割コード 科目名 担当教員 教室 ■全学共通授業科目の履修について

4 3U646 ロシア語初級Ｂ３ 高島　尚生 D504 4U646 ロシア語初級Ｂ４ 高島　尚生 D504

　３Ｑ・４Ｑ　　「基礎教養科目」「総合教養科目」

　３Ｑ・４Ｑ　　「外国語科目（必修）」　※再履修者のみ
　３Ｑ・４Ｑ　　「共通専門基礎科目（数学系）」　※再履修者のみ
　３Ｑ　 　　　 「情報基礎」　※再履修者のみ

　３Ｑ　　　 　 「健康・スポーツ科学講義」

【抽選登録期間・「基礎教養科目」「総合教養科目」１次抽選登録期間 】

９月１４日（金） ９：００　～　９月１９日（水） １７：００

【結果発表】

９月２１日(金)

※５時限目に開講する総合教養科目（総合教養科目★）は、科目により履修登録方法が異なり
ますのでご注意ください。

※「その他必要と認める科目」を履修希望の者は、国際教養教育院のHPにて開講情報を確認し
てください。

■外国語科目（外国語Ⅰ、Ⅱ）について

クラス番号を確認の上、各自のクラスで受講してください。

※外国語Ⅰにおいて、英語特別クラスの履修を申請した者については、鶴甲第1キャンパスK棟
事務室前掲示板またはうりぼーネット掲示板にて結果を確認しておくこと。

※外国語Ⅰにおいて、英語外部試験による単位授与を申請した者については、９月１４日以降
にうりぼーネットで成績を確認しておくこと。

火
・
1
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

木
・
１
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

第4クォーター

木
・
1
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

木
・
１
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

火
・
1
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

※期日までに履修登録ができていない科目や登録クラスが間違っている科目は履修をしても単
位の取得はできません。

以下の科目を履修するには、抽選登録が必要です。抽選登録科目のうち、２次抽選、３次抽選
があるのは「基礎教養科目」「総合教養科目」のみです。１次抽選で漏れた場合は、必ず２次・３
次抽選に応募してください。

※履修登録完了後は、履修希望科目が登録できているかを再度確認してから履修科目一覧表
（ＰＤＦ）を印刷をして教務学生グループへ提出してください。

※授業科目名の末尾に算用数字（1・2）が付されている科目は連続性のある科目ですので両方
を履修登録してください。

【外国語第Ⅱ　時間割表　（海事科学部１年生　配当）】

火
・
1
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

木
・
１
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

火
・
1
限

クラス
番号

第3クォーター


