
※裏面：集中講義、外国語第Ⅱ時間割表、注意事項

※全学共通授業科目については、教養教育院のHP(http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/zengaku.htm)で詳細を確認してください。

【第1クォーター】

微分積分１ 力学基礎１ 基礎物理化学１ 物理学入門 情報基礎

（学籍番号下3桁） 上田

クラス61 ※セメスター開講 （学籍番号：奇数） 伊藤 （学籍番号：奇数） クラス61 001～110番 貝野 （学籍番号：奇数） (1U782) K303 ルックス 廣野

首藤 森田 梅田 (1U796) B110 蔵岡 保田 上田 (1U781) K403 沖本 (1Z002) (1Z076) 4101教室 (1Z003)
(1U178) M302 (1U121) (1U757) B109 高田 (1U686) (1U802) K601 (1U827) K301 (1U273) D303 (1U797) B210 (1U741) C501 (1U8Z1) K501

(1Z001) ※履修登録

サウター

クラス62 岡野 (1U687) （学籍番号：偶数） （学籍番号：偶数） クラス62 （学籍番号下3桁） (1Z077) 4205教室

小川 岩本 堀田 多賀谷 111～番 （学籍番号：偶数） 永井

(1U179) D406 石井 (1U803) K401 (1U828) K401 (1U274) B204 長松 (1U903) K601
(1U758) C401 高見 (1U688) (1U742) C401 (1U8Z2) K502 ◇ポラス

(1Z072) 4304教室

クラス63 クラス63
小坂 (1U689) （英語による開講）

(1U180) D311 (1U275) D305 ラスマン　ウェイン ◇川端

(1U745) K403 (1Z073) 4206教室

益冨 (1U690)
クラス64 クラス64

石野 ◇ライリー

(1U181) D512 (1U276) M303 (1Z074) 4207教室

クラス65 クラス65
サウター 木原 (1Z075) MIPC1
(1U182) D506 (1U277) D510

ほかMIPC2、IPC

【第2クォーター】

心理学Ａ 芸術と文化Ｂ ＥＳＤボランティア論

微分積分２ 力学基礎2
文化人類学

基礎物理化学２
地域社会形成基礎論

米谷 (2U001) 鈴木　 (2U050) 清野 鈴木 (2U068) 松岡 （学籍番号下3桁） 奥村

クラス61 (2U112) K601 ※セメスター開講 （学籍番号：奇数） 中 （学籍番号：奇数） クラス61 (2U111) K601 001～110番 貝野 (2U106) B110 ルックス 内田・廣野

梅田 (2U107) 蔵岡 保田 上田 (2U781) K403 ※抽選登録 (2Z002) (2Z076) 4101教室 (2Z003)
論理学 社会思想史 (2U178) M302 森田 高田 (1Q登録) (2U802) K601 ※抽選登録 生活環境と技術 (2U827) K301 (2U273) D303 (2U741) C501
副島 (2U005) 市田 (2U066) (2U757) B109 湯浅 (2U070)

サウター (2Z001)
クラス62 岡野 (1Q登録) （学籍番号：偶数） クラス62 （学籍番号下3桁） (2Z077) 4205教室

倫理学 文化人類学 小川 岩本 現代の経済A （学籍番号：偶数） 多賀谷 111～番

近藤 (2U011) 鈴木 (2U067) (2U179) D406 (2U803) K401 武(予定) (2U088) 堀田 (2U274) B204 上田 K303
高見 (1Q登録) (2U828) K401 (2U742) C401 (2U782) ◇ポラス

石井 (2Z072) 4304教室

生物学Ｃ 政治と社会 クラス63 ひょうご神戸学 (2U758) C401 現代の経済Ｂ クラス63 鶴田

横井 (2U028) 佐藤 (2U080) 田中丸 小坂 (1Q登録) 永合 (2U091) (2U103) K301 （英語による開講）

(2U180) D311 (2U105) K202 (2U275) D305 ラスマン　ウェイン ◇川端

※抽選登録 鶴田 (2U745) K403 (2Z073) 4206教室 (2Z020)
現代の経済Ｂ 益冨 (1Q登録) (2U901) K601 経済社会の発展

西谷 (2U089) クラス64 重富 (2U092) クラス64
石野 ◇ライリー

(2U181) D512 首藤 (2U276) M303 (2Z074) 4207教室

(2U126) B209
佐俣 (2U096) ※抽選登録 B210

クラス65 クラス65
サウター D506 木原 (2Z075) MIPC1

神戸大学史Ｂ (2U182) (2U277) D510
菊地 (2U099) ほかMIPC2、IPC

データサイエンス基礎学

※卒業には必修では
ないが、「神戸大学数
理・データサイエンス・
AIプログラム」の修了
認定には必修の科目
になる。プログラムの
認定を目指す場合は、
必ず履修登録し、単位
を修得すること。
(学生便覧P168・169)

※遠隔授業のため、
4/9(土)までに履修登
録の上、授業前日の
4/10(日)にはBEEFを
確認しておくこと。
(4/10(日)に履修登録し
た場合は、4/11(月)か
らBEEFを確認できる。)

（学籍番号下3桁）

001～110番

科学技術と倫理
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8:50～10:20 10:40～12:1013:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30

裏面に記載の

一覧表を参照

裏面に記載の

一覧表を参照

8:50～10:20 17:00～18:30 8:50～10:20

（学籍番号下3桁）

111～番

ＥＳＤ基礎（持続可
能な社会づくり１）

【総合教養科目】

※初回授業開始前に変
更がないか、必ずBEEF
を確認すること。

※初回授業開始前に変
更がないか、必ずBEEF
を確認すること。

※初回授業開始前に変更
がないか、必ずBEEFを確
認すること。

※毎週（１回目の授業含
めて）必ずPC/タブレット
を充電して持ってくるこ
と。

http://www.iphe.kob
e-
u.ac.jp/jimu/kyomu/
risyu/index.html

企業社会論Ａ

※履修登録の方法
は調整中。教養教育
院HP＞履修につい
てのページで各自確
認すること。

【共通専門基礎】

2304教室(対面)

【学部共通科目】

※自宅でのネット接続不良
の場合や自宅に帰る時間
がない場合は、PC/タブ
レット、イヤホン、マイク
等、遠隔授業を履修できる
よう準備して、2304教室、
4301教室で受講。

※初回授業開始前
に変更がないか、
必ずBEEFを確認す
ること。

線形代数入門２

※通常の履修登録
履修登録期間に登録
をしてください。

※毎週（１回目の授業含
めて）必ずPC/タブレット
を充電して持ってくるこ
と。

※卒業に必修であ
る上に、「神戸大
学数理・データサ
イエンス・AIプログ
ラム」の修了認定
としても必修の科
目になる。(学生便
覧P168・169)

鶴甲第１キャン
パス

グリア　ティモシー

※PC/タブレット、イヤ
ホン、マイク等、遠隔授
業を履修できるよう準
備し、鶴甲第１キャン
パスで受講。使用して
よい教室は、BEEFやK
棟掲示板で確認するこ
と。

【共通専門基礎】

◇ルーデンクロー

長谷部・石黒・岡
田・沖本・藤本昌・
水谷

（学籍番号：奇数）

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

＊海事実務概論-1

【学部共通科目】

＊海のガバナンス

15:10～16:40

＊海洋政策科学通論 ＊ライティング英語B

齋藤

4301教室(対面)

初回は、オンラインで行う。

10:40～12:10 13:20～14:50

（学籍番号：偶数）

【外国語第Ⅱ】【共通専門基礎】【総合教養科目】【外国語第Ⅰ】 【共通専門基礎】

◇ルーデンクロー

10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40

※詳細は、教養教
育院HPで確認する
こと。
教養教育院HP＞履
修について
http://www.iphe.ko
be-
u.ac.jp/jimu/kyomu
/risyu/index.html

13:20～14:50 15:10～16:408:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40
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＊海のアクティブ・ラーニング

【学部共通科目】【学部共通科目】

裏面に記載の

一覧表を参照

＊初年次セミナー ＊ライティング英語A

【情報科目】 【学部共通科目】【共通専門基礎】 【外国語第Ⅱ】 【共通専門基礎】

線形代数１健康・スポーツ科
学実習基礎

線形代数入門１

【共通専門基礎】【健康・スポーツ科学】 【共通専門基礎】

17:00～18:30

【学部共通科目】 【外国語第Ⅰ】 【基礎教養科目】 【外国語第Ⅰ】

8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30 8:50～10:2017:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30

【共通専門基礎】 【外国語第Ⅱ】

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

令和４年度　【前期】 海洋政策科学部授業時間割表

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

５１ ２ ３ ４３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５１ ２ ３ ４ ５ １

8:50～10:20 10:40～12:10

【基礎教養科目】

B110　(対面)

ヴィヴィアン
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１ ２ ３ ４ ５ １

北村

17:00～18:30

＊海のテクノロ
ジー

月　　　　曜　　　　日 火　　　　曜　　　　日

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

２ ３

島津

裏面に記載の一
覧表を参照

３ ５ １ ２ ３

水　　　　曜　　　　日 木　　　　曜　　　　日

森下

森本

総合科目Ⅰ
（神戸大学GCP基礎論）

４ ５

４ ５

【その他必要と認める科目】

１ ２

10:40～12:10

（学籍番号下3桁）

001～110番

オンデ
マンド
の予定

微分積分入門２線形代数２

微分積分入門１

※初回授業時にて
選抜

写真（１枚：縦4cm
×横3cm）を必ず持
参のうえ，鶴甲第１
キャンパス第２体育
館に集合してくださ
い

２

（学籍番号下3桁）

111～番

※履修方法は、調
整中。

※詳細は、教養教
育院HPで確認する
こと。
教養教育院HP＞履
修についてのペー
ジ
http://www.iphe.kob
e-
u.ac.jp/jimu/kyomu/
risyu/index.html

森本

島津

【その他必要と認める科目】

健康・スポーツ科
学実習基礎

【共通専門基礎】【外国語第Ⅱ】

（Creative School基
礎論（課題解決の
考え方)

総合科目Ⅰ

【健康・スポーツ科学】

物理学入門

３

資源・材料とエネルギーＢ

初回は、
（学籍番号下3桁）
001～122番
　　8：50～9：30
　　4301教室(対面)

初回は、
（学籍番号下3桁）
123番以降
　　9：40～10：20
　  4102教室(対面)

初回は、
（学籍番号下3桁）
001～122番
　　8：50～9：30
　　4301教室(対面)

初回は、
（学籍番号下3桁）
123番以降
　　9：40～10：20
  　4102教室(対面)

ヴィヴィアン

北村

データサイエンス入門

１

金　　　　曜　　　　日

17:00～18:30
５

【学部共通科目】 【学部共通科目】【総合教養科目】

※自宅でのネット接続不良の場合や自宅に帰
る時間がない場合は、PC/タブレット、イヤホ
ン、マイク等、遠隔授業を履修できるよう準備し
て、2302教室、2303教室、2304教室で受講。

２

【総合教養科目】 【共通専門基礎】【総合教養科目】【総合教養科目】

【共通専門基礎】【共通専門基礎】 【共通専門基礎】

齋藤勝井・西尾・宋・
三輪・三島・元
井

グリア　ティモシー

※必ずシラバスを確認
すること。
※4/11(月)12：30～
13：10のガイダンスに
出席すること。(鶴甲第
１キャンパスB210)
※履修取消不可

※必ずシラバスを確
認すること。
※4/11(月)12：30～
13：10のガイダンス
に出席すること。(鶴
甲第１キャンパス
B210)
※履修取消不可

※海洋政策科学部の専門科目については、教室変更などの連絡を、教務学生グループ前の掲示板、うりぼーネット掲示板を通じて行うことがあります。
　 登校した時は、教務学生グループ事務室前の掲示板を必ず確認してください。うりぼーネット掲示板は毎日確認してください。
　 また、教務学生グループのTwitter(https://twitter.com/kukaijikyomu)を通じて行うこともありますので、確認してください。
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【外国語第Ⅰ】

４２ ３ ４ ５ １ ４

初回は、オンラインで行う。

抽選登録ではありませ
ん。

１年生配当科目（令和４年度入学者用）



【集中講義】

■ドイツ語 ■授業科目の色付け

科目区分 科目名 担当教員 時間割コード 開講期 教室 備考 赤字の授業科目　：　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

17 1U404 ドイツ語初級Ａ１ 柴　亜矢子（予定） D413 2U404 ドイツ語初級Ａ２ 安田　麗 D413 ■記号等の見方

18 1U405 ドイツ語初級Ａ１ 林　良子 C202 2U405 ドイツ語初級Ａ２ 林　良子 C202 赤字で＊印の付いている授業科目　： 必修科目 の専門科目

19 1U406 ドイツ語初級Ａ１ 植　朗子 B208 2U406 ドイツ語初級Ａ２ 植　朗子 B208

15 1U429 ドイツ語初級Ｂ１ Christopher　SCHELLETTER D306 2U429 ドイツ語初級Ｂ２ Christopher　SCHELLETTER D306 ■履修申請コード

16 1U430 ドイツ語初級Ｂ１ 中村　俊子 B204 2U430 ドイツ語初級Ｂ２ 中村　俊子 B204 （○Z＊＊＊）：海洋政策科学部専門科目

20 1U431 ドイツ語初級Ｂ１ 藤井　あゆみ B205 2U431 ドイツ語初級Ｂ２ 藤井　あゆみ B205 （○Ｕ＊＊＊）： 全学共通授業科目

※Z，Ｕ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

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    ２：第２クォーター開講

15 1U411 ドイツ語初級Ａ１ 新川　匠郎 C202 2U411 ドイツ語初級Ａ２ 新川　匠郎 C202

16 1U412 ドイツ語初級Ａ１ 馬場　綾香 B204 2U412 ドイツ語初級Ａ２ 馬場　綾香 B204 ■教室 （数字等４桁） 

20 1U413 ドイツ語初級Ａ１ 横田　一哉 D311 2U413 ドイツ語初級Ａ２ 横田　一哉 D311 ２から始まる教室番号…第２号館（深江キャンパス）

17 1U436 ドイツ語初級Ｂ１ TRUMMER-FUKADA STEFAN B207 2U436 ドイツ語初級Ｂ２ TRUMMER-FUKADA STEFAN B207 ４から始まる教室番号…第４号館（深江キャンパス）

18 1U437 ドイツ語初級Ｂ１ 橋木　郁子 B208 2U437 ドイツ語初級Ｂ２ 橋木　郁子 B208 B・C・D・F・K・M・Nから始まる教室番号…鶴甲第１キャンパス

19 1U438 ドイツ語初級Ｂ１ 芹澤　円 D504 2U438 ドイツ語初級Ｂ２ 芹澤　円 D504

■情報処理室（深江キャンパス）

■フランス語 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

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 ＩＰＣ    (情報処理演習室)            ： 総合学術交流棟２階

16 1U483 フランス語初級Ａ１ 岡本　夢子（予定） D310 2U483 フランス語初級Ａ２ 岡本　夢子（予定） D310

18 1U484 フランス語初級Ａ１ 石田　雄樹 M303 2U484 フランス語初級Ａ２ 石田　雄樹 M303 ■授業開講期間

15 1U503 フランス語初級Ｂ１ 廣岡　江梨子（予定） M302 2U503 フランス語初級Ｂ２ 廣岡　江梨子（予定） M302 ・前期：４月１日～９月３０日

17 1U504 フランス語初級Ｂ１ 武内　英公子 M201 2U504 フランス語初級Ｂ２ 武内　英公子 M201 ・１Ｑ（第１クォータ－）：４月１日～６月１２日

19 1U505 フランス語初級Ｂ１ 白井　智子 M202 2U505 フランス語初級Ｂ２ 白井　智子 M202 ・２Ｑ（第２クォータ－）：６月１３日～９月３０日

■履修登録・履修取消期間

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

15 1U491 フランス語初級Ａ１ 川口　陽子 D406 2U491 フランス語初級Ａ２ 川口　陽子 D406 　・履修登録期間　　〔1Q科目、2Q科目、前期セメスタ－科目、通年科目〕

17 1U492 フランス語初級Ａ１ 浅野　修平 M202 2U492 フランス語初級Ａ２ 浅野　修平 M202 　　４月４日（月）　 ９：００　～　４月２２日（金）　１７：００

19 1U493 フランス語初級Ａ１ 廣田　大地 D615 2U493 フランス語初級Ａ２ 廣田　大地 D615 　・履修取消期間　　〔１Ｑ科目、前期セメスタ－科目、通年科目〕

16 1U510 フランス語初級Ｂ１ 川野　恵子 M303 2U510 フランス語初級Ｂ２ 川野　恵子 M303 　　４月２５日（月）　０：００　～　５月１日（日） ２３：５９

18 1U511 フランス語初級Ｂ１ 釣　馨 M201 2U511 フランス語初級Ｂ２ 釣　馨 M201 　・履修取消期間　　〔２Ｑ科目〕

　　６月２７日（月）　０：００　～　７月３日（日） ２３：５９

■中国語

※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。

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 ※期日までに履修登録をしていない科目は履修しても単位修得できません。

24 1U558 中国語初級Ａ１ 小林　傑子 D509 2U558 中国語初級Ａ２ 小林　傑子 D509 　また、履修登録後、担当教員・時間割コードが違う同じ科目名の授業を受講しても単位を取得できません。

25 1U559 中国語初級Ａ１ 陳　学雄 D412 2U559 中国語初級Ａ２ 陳　学雄 D412

27 1U560 中国語初級Ａ１ 蒋　海波 D305 2U560 中国語初級Ａ２ 蒋　海波 D305 ■全学共通授業科目の履修について

28 1U561 中国語初級Ａ１ 段　飛虹 D304 2U561 中国語初級Ａ２ 段　飛虹 D304 【１Ｑ　「基礎教養科目」「総合教養科目」の１次抽選登録】

29 1U562 中国語初級Ａ１ 劉　燕子 M301 2U562 中国語初級Ａ２ 劉　燕子 M301

30 1U563 中国語初級Ａ１ 任　霞 D411 2U563 中国語初級Ａ２ 任　霞 D411

31 1U564 中国語初級Ａ１ 付　瑞 B203 2U564 中国語初級Ａ２ 付　瑞 B203

33 1U565 中国語初級Ａ１ 金　珠 D311 2U565 中国語初級Ａ２ 金　珠 D311 【２Ｑ　「基礎教養科目」「総合教養科目」の１次抽選登録（全学年）】

34 1U566 中国語初級Ａ１ 哈斯高娃（予定） D303 2U566 中国語初級Ａ２ 哈斯高娃（予定） D303 　５月６日（金） ９：００　～　５月１２日（木） １７：００

26 1U586 中国語初級Ｂ１ 呉　琪 C206 2U586 中国語初級Ｂ２ 呉　琪 C206 【結果発表】

32 1U587 中国語初級Ｂ１ 張　恒悦 D414 2U587 中国語初級Ｂ２ 張　恒悦 D414 　５月１７日（火）　　時間未定

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

26 1U580 中国語初級Ａ１ 段　飛虹 D304 2U580 中国語初級Ａ２ 段　飛虹 D304

32 1U581 中国語初級Ａ１ 高　茜 M302 2U581 中国語初級Ａ２ 高　茜 M302

24 1U591 中国語初級Ｂ１ 朱　藹琳 D312 2U591 中国語初級Ｂ２ 朱　藹琳 D312

25 1U592 中国語初級Ｂ１ 常次　莉恵 D414 2U592 中国語初級Ｂ２ 常次　莉恵 D414

27 1U593 中国語初級Ｂ１ 王　桂菊 C206 2U593 中国語初級Ｂ２ 王　桂菊 C206

28 1U594 中国語初級Ｂ１ 劉　燕子 M301 2U594 中国語初級Ｂ２ 劉　燕子 M301

29 1U595 中国語初級Ｂ１ 桂　小蘭 B203 2U595 中国語初級Ｂ２ 桂　小蘭 B203

30 1U596 中国語初級Ｂ１ 夏　婧 D413 2U596 中国語初級Ｂ２ 夏　婧 D413

31 1U597 中国語初級Ｂ１ 川口　ひとみ D309 2U597 中国語初級Ｂ２ 川口　ひとみ D309

33 1U598 中国語初級Ｂ１ 任　霞 D411 2U598 中国語初級Ｂ２ 任　霞 D411

34 1U599 中国語初級Ｂ１ 夏　麒 D303 2U599 中国語初級Ｂ２ 夏　麒 D303

■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

6 1U643 ロシア語初級Ａ１ 中野　悠希 D309 2U643 ロシア語初級Ａ２ 中野　悠希 D309

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

6 1U652 ロシア語初級Ｂ１ 伊藤　美和子 D412 2U652 ロシア語初級Ｂ２ 伊藤　美和子 D412

前期

　 履修希望者は、シラバスを確認し、BEEFで自己登録を行った
上、必ず事前ガイダンスに出席すること。
　 ガイダンス日程：4/18(月)　12：30～13：00
　 ガイダンス実施方法：オンライン
詳細は教養教育院HP(http://www.iphe.kobe-
u.ac.jp/jimu/kyomu/risyu/index.html)を確認してください。
ガイダンスに関する情報も上記HPを確認してください。

その他必要と
認める科目

西原
社会基礎学
(グローバル人材に不可欠な教養）

総合教養科目
　履修方法はガイダンス時に連絡する。ガイダンスについては
教養教育院HP(http://www.iphe.kobe-
u.ac.jp/jimu/kyomu/risyu/index.html)を確認するように。

K202
前期
(土曜)

2U108

木
・
１
限

クラス
番号

第1クォーター 第2クォーター

木
・
１
限

クラス
番号

第1クォーター 第2クォーター

火
・
２
限

クラス
番号

第1クォーター 第2クォーター

※詳細は教養教育院の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１次抽選で外れた場合は、必ず２次抽選（２Ｑ ： ５月１７日(火)　１０：
００-１７：００）、３次抽選（２Ｑ ： ５月１８日(水)　１０：００-１７：００）に応募してください。

火
・
２
限

クラス
番号

第1クォーター 第2クォーター

木
・
1
限

クラス
番号

第1クォーター 第2クォーター

１年生は対象外。
抽選する基礎教養科目、総合教養科目の履修は２クォーターから始まります。

クラス
番号

第1クォーター 第2クォーター

火
・
２
限

クラス
番号

第1クォーター 第2クォーター

木
・
１
限

総合科目Ⅰ（CreativeSchool応用編
（オープンイノベーションコース））

鶴田 2U902 前期  　履修登録方法：「Creative School基礎編」内にて案内する。

総合教養科目

【外国語第Ⅱ　時間割表　（海洋政策科学部１年生　配当）】 【注意事項】

クラス
番号

第1クォーター 第2クォーター

火
・
２
限

総合教養科目 海への誘い 廣野 2U109 前期

　履修方法はガイダンス時に連絡する。詳細は教養教育院HP
(http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/jimu/kyomu/risyu/index.html)を
確認してください。
ガイダンスに関する情報も上記HPを確認してください。

瀬戸内海学入門 上井 2U110


