
※裏面：外国語第Ⅱ時間割表、注意事項、５時限目開講の総合教養科目・その他必要と認める科目うち一部科目の履修登録方法の詳細

※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。鶴甲第１キャンパスに登校した時は、K棟の掲示板を必ず確認してください。

※基礎教養科目・総合教養科目で教室名の記載のない場合は、第１次抽選登録の結果発表後、掲示されます。

※全学共通授業科目で教室名の記載がある場合でも、教室が変更となる場合があります。

法学Ａ 哲学 電磁気学基礎１ 線形代数３ データサイエンス入門 *海事実務概論-2

阿部 加藤　 古谷 クラス61 吉井 （学籍番号：奇数） 神尾 B209 クラス61 寺澤 清野　 秋元 首藤 ルックス ルックス 山内

(3U012) (3U001) (3U726) K301 小松原 (3U101) K301 赤澤 (3U104) 西山　 (3U827) K301 (3U106) K601 (3U684) 武田 (3U126) K202 (3Z055) 4101 (3Z002) 4101 (3Z014) 4301

※抽選登録 (3U178) D504 石井 貝野 (3U797) K301 (3U258) D413 佐野　 (3U810) K302 ※抽選登録 4301

(3U774) C201 (3U784) K401 (3U759) C401 水澤　 サウター サウター (3Z001) 4301 2304

中田 松本 クラス62 （学籍番号：偶数） クラス62 (3U685) (3Z056) 4205 (3Z003) 4205

(3U014) (3U003) 周　 小澤　 島津 西野 工藤 2304　ほか

三浦 (3U179) D311 (3U798) K202 (3U116) B110 (3U259) D304 企業社会論Ｂ 岡本 (3U811) K402 (3U110) B101 ◇ポラス ◇ポラス

(3U728) K401 松下 尾形　 青木　 ※抽選登録 鶴田 影山　 (3U686) (3Z051) 4304 (3Z004) 4304

中村　 山本 ※抽選登録 クラス63 (3U102) B210 (3U775) C301 (3U785) K601 クラス63 (3U107) K301 (3U760) C501

(3U016) (3U005) 小川 ※抽選登録 工藤　 ◇ラシュトン ◇ラシュトン

(3U180) D406 (3U260) B207 (3Z052) 4206 (3Z005) 4206

社会学 松下

津田 高田 クラス64 村中　 クラス64 (3U113) B210 ◇ライリー ◇ライリー

(3U020) (3U730) K601 伊藤 (3U901) B101 ※抽選登録 (3Z053) 4207 (3Z006) 4207

(3U009) ※抽選登録 (3U181) D510 松岡　 (3U261) C206

地理学 教育学Ｂ (3U103) K601

藤田 大山
クラス65

クラス65
小澤 (3Z054) MIPC1 (3Z007) MIPC1

(3U022) (3U096)
石川

南本 日本酒学入門 (3U117) B110

(3U182) D615 (3U262) B208 石村 ※抽選登録

(3U109) B110

蘆田 ※抽選登録

(3U026)

玉置　 黒田　

(3U909) B209 総合科目Ⅱ（統計学基礎A） (3U111)

クラスTZ1 福山

ZACHARY Nanbu クラスTZ1 (3U908) B109
（セメスター
科目）

(3U310) D310 ※抽選登録

(3U292) D510

橋田

(3U910) D309 内田

※抽選登録 (3U789) K402 三浦

(3U750) K302

情報基礎（再履修）

伴

(3U861) K501

※抽選登録

【第４クォーター】（１２月５日～３月３１日）

文学Ｂ 電磁気学基礎２ *海のサイエンス

越智 昆野　 クラス61 松岡 （学籍番号：奇数） 神尾 クラス61 教育学Ｂ 寺澤 清野 秋元 工藤 B101 ルックス ルックス 山内

(4U072) (4U045) 小松原 (4U103) K601 赤澤 (4U104) B209 西山　 大山　 (4U827) K301 (4U106) K601 (4U684) (4U110) ※抽選登録 (4Z065) 4101 (4Z002) 4101 (4Z014) 4301

(4U178) D504 石井 貝野 (4U797) K301 (4U258) D413 (4U092) 佐野　

(4U774) C201 (4U784) K401 (4U759) C401 (4Z001) 4301 4301

小手川 森山　倭成（予定） クラス62 （学籍番号：偶数） データサイエンス概論Ｂ クラス62 法学Ｂ 水澤　 北村 B209 サウター サウター 2304

(4U073) (4U048) 周　 小澤　 島津 竹内 (4U685) (4U112) ※抽選登録 (4Z066) 4205 (4Z003) 4205 4301

(4U179) D311 (4U798) K202 (4U116) (4U259) D304 (4U011) データサイエンス概論Ｂ 2304

尾形　 青木 ※抽選登録 小澤

鈴木 田畑 クラス63 (4U775) C301 (4U785) K601 クラス63 政治学Ｂ 影山 岡本　 (4U117) ※抽選登録 ◇ポラス ◇ポラス

(4U075) (4U051) 小川 黒田　 工藤　 安岡　 福山　 (4U760) C501 (4U686) (4Z061) 4304 (4Z004) 4304

(4U180) D406 (4U911) D310 微分積分２（再履修） (4U260) B207 (4U013) (4U908) B109

内田 ※抽選登録 黒田　

鈴木 寺内 クラス64 (4U789) K402 クラス64 経済学Ａ (3U111) ◇ラシュトン ◇ラシュトン

(4U077) (4U053) 伊藤 李　 (4Z062) 4206 (4Z005) 4206

(4U181) D510 (4U261) C206 (4U015)

クラス65 クラス65 社会学 ◇ライリー ◇ライリー

辻　 (4U059) 石川 橋田　 南本 西澤　 (4Z063) 4207 (4Z006) 4207

(4U087) (4U182) D615 (4U910) D309 (4U262) B208 (4U017)

※抽選登録

藤井 教育社会学 三浦

(4U079) 葛城 (4U750) K302 (4Z064) MIPC1 (4Z007) MIPC1

(4U020)

クラスTZ1

クラスTZ1

(4U310) D310 グリア　ティモシー

(4U292) D510

【共通専門基礎】

※教員による抽選
履修希望者は9月28日17時まで
に以下のアドレスに連絡をする
こと

鶴田（tsuruta@kobe-u.ac.jp）まで
以下の情報をメールで送付して
ください。
•件名：企業社会論B2022
•文章中に、氏名・学部・学籍番
号

◇ルーデンクロー

３

熱力学-1

廣野・内田

５１

※履修に関する注意事項
は、シラバスと教養教育院
HPでよく確認すること。

*コミュニケーション英語A *コミュニケーション英語C

４

男女共同参画とジェン
ダーＡ

データサイエンス概論Ａ

グローバル
教育センター
3階コン
ピューター室
（六甲台第2
キャンパス）

連続体力学基礎

グローバルリーダーシップ
育成基礎演習

ひょうご神戸学

（学部共通）

（学部共通） （学部共通） （学部共通） （学部共通）

木　　　　曜　　　　日

13:20～14:508:50～10:20 10:40～12:10

【共通専門基礎】 【健康・スポーツ科学】

　　　【第３Q・第４Q共通】
　　MIPC1を遠隔授業のアク
　　セスポイント教室(AP)とし
　　て利用する際の注意事項

・授業内容、持ち込み機器、無線
LANなどに関する事項について
は、IPC管理室の方に質問しない
こと。
・MIPC1のPCを使用する場合
は、パスワードが必要であるた
め事前に確認しておくこと。
もし、パスワードがわからない場
合は、IPC管理室で再発行の手
続をすることができるが、再発行
までに数日かかることを承知した
上で、申し込むこと。

※第１Q・第２Qに履修した先生
のクラスを履修登録すること。

※前期に川端先生のクラスを履
修した場合は、ラシュトン先生の
クラスを履修登録すること。

　　　【第３Q・第４Q共通】
　　MIPC1を遠隔授業のアク
　　セスポイント教室(AP)とし
　　て利用する際の注意事項

・授業内容、持ち込み機器、無線
LANなどに関する事項について
は、IPC管理室の方に質問しな
いこと。
・MIPC1のPCを使用する場合
は、パスワードが必要であるた
め事前に確認しておくこと。
もし、パスワードがわからない場
合は、IPC管理室で再発行の手
続をすることができるが、再発行
までに数日かかることを承知し
た上で、申し込むこと。

※第１Q・第２Qに履修した先生
のクラスを履修登録する。

※前期に川端先生のクラスを履
修した場合は、ラシュトン先生の
クラスを履修登録すること。

※写真１枚(縦４㎝×横３
㎝)を必ず持参の上、鶴甲
第１キャンパス第２体育館
に集合する。

※健康・スポーツ科学実習
1・2の履修には、健康・ス
ポーツ科学実習基礎の単
位修得が必要。

※第4クォーターの健康・ス
ポーツ科学実習2（各先生
の種目名）と連続して履修
すること。

アクセスポイント教室
(AP)の詳細は、BEEF
で確認してください。

◇ルーデンクロー

鈴木　朋子（予定）

（学部共通） （学部共通） （学部共通）

Academic English
Literacy B1

（学籍番号：奇数）

（学籍番号：偶数）

※抽選登録

地域社会形成基礎論

２５ １

【情報科目】

8:50～10:20 10:40～12:10

月　　　　曜　　　　日

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

※ドイツ語、フランス語、中
国語のSクラス(特別クラス)
の履修を希望する場合は、
教養教育院HPで確認する
こと。

13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30

Academic English
Literacy B1（選抜上級ク
ラス）

10:40～12:10

【その他必要と認める科目】

17:00～18:30 8:50～10:20

Academic English
Communication
B1（選抜上級クラ
ス）

【共通専門基礎科目】

微分積分１（再履修）

総合科目Ⅰ（海外留学の
すすめA）

◇ルーデンクロー

【総合教養科目】

(セメスター
科目）
(履修者は第
３Qの初回授
業で選抜)

※履修登録期間中に履修登録

※履修登録期間中に履修登録

※初回授業にて選抜

線形代数１(再履修）

【共通専門基礎科目】

グリア　ティモシー

金　　　　曜　　　　日

【外国語第Ⅱ】

17:00～18:30
５２ ４３ ３４

【外国語第Ⅱ】

水　　　　曜　　　　日

基礎有機化学２

（学籍番号下３桁)
001～110番

※抽選登録

健康・スポーツ科学
講義Ａ

健康・スポーツ科学
講義Ｂ

健康・スポーツ科学
講義Ｃ

健康・スポーツ科学実習１微分積分３

（学籍番号下３桁)
001～110番

（学籍番号下３桁)
111～番

数理統計１

（学籍番号下３桁)
001～110番

（学籍番号下３桁)
111～番

裏面に記載の一
覧表を参照

裏面に記載の一
覧表を参照

（学籍番号下３桁)
001～110番

（学籍番号下３桁)
111～番

Academic English
Communication B1

Vivian Bussinguer-Khavari

ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり
２）Ａ

※抽選登録※初回授業にて選抜
詳細は、教養教育院HPで
確認すること。 データサイエンス概論Ａ

ＥＵ基礎論 環境学入門Ａ

※初回授業にて選抜
詳細は、教養教育院HPを確認
すること。

基礎有機化学１

【第３クォーター】（１０月１日～１２月４日）

【海洋リテラシー科目】 【領域共通科目】

１ ２

【共通専門基礎】 【共通専門基礎】 【総合教養科目】 【共通専門基礎】

３５ １３ ４ ５
17:00～18:3017:00～18:30 8:50～10:20 13:20～14:50 15:10～16:408:50～10:20 10:40～12:10

【基礎教養科目】 【基礎教養科目】 【外国語第Ⅱ】 【共通専門基礎】

13:20～14:50 15:10～16:40

【外国語第Ⅰ】【健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学】 【外国語第Ⅰ】 【健康・スポーツ科学】

令和４年度　【後期】 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

※授業方法が対面かオンライン（オンデマンド）かは、シラバスで確認してください。授業方法や教室が急に変更になる場合がありますので、各授業の詳細については、BEEF等で毎回確認してください。
    登校した時は、教務学生グループ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(緊急連絡、授業、お知らせ)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)を通じて連絡することもありますので、随時確認してください。
※8月下旬から、うりぼーネットが新システムになっています。うりぼーポータルやうりぼーネット内に新マニュアルが掲載されますので、マニュアルを読んで対応してください。

２ ４ ３ ４ ５１ ２

【総合教養科目】

10:40～12:1017:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40

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

8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:4017:00～18:30 8:50～10:20 10:40～12:10 13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30

大澤・山内・金崎・
三村・山地・ゴメス・
井尻・岩田・堀江

【外国語第Ⅱ】【総合教養科目】

13:20～14:50 15:10～16:40 17:00～18:30

【領域共通科目】

熱力学-2

15:10～16:40

*コミュニケーション英語B *コミュニケーション英語D

【海洋リテラシー科目】【領域共通科目】 【領域共通科目】【総合教養科目】

裏面に記載の一
覧表を参照

【その他必要と認める科目】

総合科目Ⅱ（統計学基礎B)

ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり
２）Ｂ

線形代数４

10:40～12:10

現代物理学が描く
世界

生物の環境適応

身近な物理法則

生命科学Ｂ

生物資源と農業Ｄ

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

Academic English
Communication B2

Vivian Bussinguer-Khavari 【その他必要と認める科目】

（学籍番号下３桁)
001～110番

（学籍番号下３桁)
111～番

裏面に記載の一
覧表を参照

ＥＳＤ生涯学習論Ｂ

（学籍番号下３桁)
111～番

数理統計２

※初回授業にて選抜
詳細は、教養教育院HPで
確認すること。

総合科目Ⅰ（多文化共生
のための日本語コミュニ
ケーション）

※初回授業にて選抜
詳細は、教養教育院HPで
確認すること。

総合科目Ⅰ（海外留学の
すすめB）

法学Ｂ 心理学Ａ

心理学Ｂ

教育学Ａ

政治学Ｂ

生物学Ａ

※初回授業にて選抜
詳細は、教養教育院HPで
確認すること。

※初回授業にて選抜

【その他必要と認める科目】

総合科目I（アクセシビリ
ティリーダー論１）

履修希望者は、9月に実施
される説明会に参加のう
え、初回授業に参加してく
ださい。履修者が多数の場
合は、初回授業にて選抜さ
れる場合があります。

事前ガイダンスあり（要参
加：前日までに申し込みの
上、9/16(金)11：00～また
は9/27(火)13：30～のいず
れかに参加）

詳細はキャンパスライフ支
援センターHPを確認
https://www.kobe-
u.ac.jp/SCCL/news/2022_
07_06_1.html

総合科目Ⅱ（価値創造の
考え方）

【その他必要と認める科目】

※初回授業にて選抜
詳細は、教養教育院HPで
確認すること。

ＥＳＤ生涯学習論Ａ

ラッシラ, エルッキ・
タピオ

※第１Q・第２Qに履修した先生
のクラスを履修登録すること。

※前期に川端先生のクラスを履
修した場合は、ラシュトン先生の
クラスを履修登録すること。

※履修に関する注意事項
は、シラバスと教養教育院
HPでよく確認すること。

【共通専門基礎】

※履修登録期間中に履修登録

微分積分４

（学籍番号下３桁)
001～110番

※ドイツ語、フランス語、中
国語のSクラス(特別クラス)
の履修を希望する場合は、
教養教育院HPで確認する
こと。

※ドイツ語、フランス語、中
国語のSクラス(特別クラス)
の履修を希望する場合は、
教養教育院HPで確認する
こと。

※ドイツ語、フランス語、中
国語のSクラス(特別クラス)
の履修を希望する場合は、
教養教育院HPで確認する
こと。

グローバル
教育センター
3階コン
ピューター室
（六甲台第2
キャンパス）

線形代数２(再履修）

10:40～12:10

火　　　　曜　　　　日

１ ２

【外国語第Ⅱ】

【外国語第Ⅱ】 【基礎教養科目】【外国語第Ⅰ】【総合教養科目】

環境学入門Ｂ
男女共同参画とジェン
ダーＢ

【共通専門基礎科目】

健康・スポーツ科学実習２

※第１Q・第２Qに履修した先生
のクラスを履修登録すること。

※前期に川端先生のクラスを履
修した場合は、ラシュトン先生の
クラスを履修登録すること。

言語科学Ａ

団　陽子（予定）

ZACHARY Nanbu

Academic English
Literacy B2（選抜上級ク
ラス）

※初回授業にて選抜
詳細は、教養教育院HPで確認
すること。

グローバルリーダーシップ
育成基礎演習

【共通専門基礎科目】

※履修登録期間中に履修登録
Academic English
Communication
B2（選抜上級クラ
ス）

【外国語第Ⅱ】

※健康・スポーツ科学実習
1・2の履修には、健康・ス
ポーツ科学実習基礎の単
位修得が必要。

※写真１枚(縦４㎝×横３
㎝)を必ず持参の上、鶴甲
第１キャンパス第２体育館
に集合する。

（学籍番号下３桁)
111～番

◇ルーデンクロー

芸術と文化Ａ

芸術と文化Ｂ

アジア史Ｂ

社会生活と法

職業と学び－キャリアデ
ザインを考えるＢ

鈴木　朋子（予定）

Academic English
Literacy B2

５１ ２ ３ ４ ５ １
8:50～10:20

３ ４２
13:20～14:50 15:10～16:40

１年生配当科目（令和４年度入学者用）
【重要】卒業要件単位に含めることができる「遠隔授業」の単位数の取扱いについて

学部（学士課程）において卒業要件単位数(124単位)に含めることのできる「遠隔授業」による単位数の上限は、国の

法令である「大学設置基準」及び本学教学規則に基づき、「60単位まで」と定められています。

海洋政策科学部の専門科目・高度教養科目で、令和４年度に開講する科目には、この「遠隔授業」の対象となる科目

はありませんが、令和５年度には、学部HPで対象となる科目一覧を公表予定ですので、注意してください。

また、教養教育院が開講する全学共通授業科目・高度教養科目が、令和４年度に開講する科目においては、対象の

科目があります。既に前期で単位を修得をしている科目があると思いますので、後期の履修から注意してください。

さらに、２年次以降に他学部の専門科目・高度教養科目を履修する際は、各学部ＨＰでこの「遠隔授業」の対象となる

科目かをよく確認して履修してください。

卒業時までに、この「遠隔授業」に該当する科目を60単位を超えて単位修得した場合、卒業要件単位数に算入されま

せん。

詳細は、必ず、学部ＨＰトップページＴＯＰＩＣＳの2022.04.05通知を確認してください。その通知に教養教育ＨＰのリン

クを貼っていますので、令和４年度開講科目で「遠隔授業」となっている科目をあわせて確認してください。

海洋政策科学部の専門科目は、履修者数によって、教室や授業実施方法の変更を行うことがあります。
できる限り、履修登録期間開始日の９月２７日(火)に履修登録を行ってください。履修登録期間内であれば、何度でも履修登録した科目を自分で削除することができます。



※ドイツ語、フランス語、中国語のSクラス(特別クラス)の履修を希望する場合は、教養教育院HPで確認すること。 ■授業科目の色付け ■全学共通授業科目の履修について

赤字の授業科目　：　必修科目

■ドイツ語  ◇印の教員 ： 非常勤講師

■記号等の見方

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 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 赤字で＊印の付いている授業科目　： 必修科目 の専門科目

19 3U403 ドイツ語初級Ａ３ 植　朗子 B208 4U403 ドイツ語初級Ａ４ 植　朗子 B208

20 3U428 ドイツ語初級Ｂ３ 衣笠　太朗 D305 4U428 ドイツ語初級Ｂ４ 衣笠　太朗 D305 ■履修申請コード

（○Z＊＊＊）：海洋政策科学部専門科目

（○Ｕ＊＊＊）： 全学共通授業科目 　３Ｑ・４Ｑ　　「基礎教養科目」「総合教養科目」

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 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 ※Z，Ｕの前の数字は開講期を表します。

19 3U438 ドイツ語初級Ｂ３ 芹澤　円 D504 4U438 ドイツ語初級Ｂ４ 芹澤　円 D504    ３：第３クォーター又は後期

20 3U413 ドイツ語初級Ａ３ 横田　一哉 D311 4U413 ドイツ語初級Ａ４ 横田　一哉 D311    ４：第４クォーター開講

　３Ｑ　　　　　「健康・スポーツ科学講義」

■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 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・Nから始まる教室番号…鶴甲第１キャンパス 【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９日（金）９：００　～　９月１２日（月） １７：００

■情報処理室（深江キャンパス） 【結果発表】

ＭＩＰＣ1 (海事情報処理演習室1）　： 総合学術交流棟２階 ９月１４日(水)　時間未定

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 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

■授業開講期間 ■その他

・後期：１０月１日～３月３１日

・３Ｑ（第３クォータ－）：１０月１日～１２月４日

■中国語 ・４Ｑ（第４クォータ－）：１２月５日～３月３１日

一部のセメスター開講科目（実験、実習科目、寄附講義等)を除いてクォーター毎に開講します。

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

31 3U556 中国語初級Ａ３ 段　飛虹 D303 4U556 中国語初級Ａ４ 段　飛虹 D303 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 ■履修登録・履修取消期間

32 3U557 中国語初級Ａ３ 教員未定 D413 4U557 中国語初級Ａ４ 教員未定 D413 　・履修登録期間　　〔３Q科目、４Q科目、後期セメスタ－科目、通年科目〕

33 3U558 中国語初級Ａ３ 陳　学雄 D411 4U558 中国語初級Ａ４ 陳　学雄 D411 　　　９月２７日（火）　９：００　～　１０月１７日（月）　１７：００

34 3U559 中国語初級Ａ３ 金　珠 D311 4U559 中国語初級Ａ４ 金　珠 D311 　・履修取消期間　　〔３Ｑ科目、後期セメスタ－科目〕

　　１０月１８日（火）　０：００　～　１０月２４日（月） ２３：５９

　・履修取消期間　　〔４Ｑ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 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 　　１２月１９日（月）　０：００　～　１２月２５日（日） ２３：５９

31 3U600 中国語初級Ｂ３ 桂　小蘭 C202 4U600 中国語初級Ｂ４ 桂　小蘭 C202 　・うりぼーネット停止期間(ログインができません)

32 3U601 中国語初級Ｂ３ 付　瑞 D304 4U601 中国語初級Ｂ４ 付　瑞 D304 　　  ９月３０日（金) １３：００  ～ １８：００　(予定)

33 3U602 中国語初級Ｂ３ 夏　麒 D303 4U602 中国語初級Ｂ４ 夏　麒 D303

34 3U603 中国語初級Ｂ３ 任　霞 D309 4U603 中国語初級Ｂ４ 任　霞 D309 ※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。

※定められた期間に履修登録をしていない科目は履修をしても単位修得できません。

■ロシア語 ※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。

　クラス分けがある場合、割り当てられていないクラスの授業を受講しても単位を取得できません。

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 ※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。

6 3U642 ロシア語初級Ａ３ 中野　悠希 D412 4U642 ロシア語初級Ａ４ 中野　悠希 D412
※3Qに履修登録したセメスター科目は、4Qに履修登録をする必要はありません。
（※3Qに登録したセメスター科目は、4Qに履修取消不可）

※前期に登録した通年科目は、後期に履修取消できません。

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 3U652 ロシア語初級Ｂ３ 伊藤　美和子 M301 4U652 ロシア語初級Ｂ４ 伊藤　美和子 M301

19 3U493 フランス語初級Ａ３

BELEC Cédric D414

Sクラス(特別クラス)

火
・
５
時
限

木
・
５
時
限

クラス
番号

4U521 フランス語初級ＳＡ４ 廣田　大地 D506

第3クォーター

3U522 フランス語初級ＳＢ３ BELEC Cédric D414

3U521 フランス語初級ＳＡ３

フランス語初級Ｂ３
Hamonnais
Charlotte

【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3クォーター 第4クォーター

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

火
・
１
時
限

木
・
１
時
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

安田　麗 D510

クラス
番号

第3クォーター 第4クォータークラス
番号

火
・
１
時
限

4U503 フランス語初級Ｂ４
Hamonnais
Charlotte

火
・
１
時
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

クラス
番号

第3クォーター

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

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

高橋　康徳 D405 4U586

クラス
番号

木
・
１
時
限

クラス
番号

第3クォーター 第4クォーター

木
・
１
時
限

火
・
１
時
限

第3クォーター 第4クォーター

朱　春躍 D412

Sクラス(特別クラス)

3U586 中国語初級ＳＡ３

木
・
５
時
限

3U626 中国語初級ＳＢ３

火
・
５
時
限

M302

中国語初級ＳＡ４ 高橋　康徳 D405

朱　春躍 D412 4U626 中国語初級ＳＢ４

履修登録時にエラー画面が出たり、登録できない科目がある場合は、自分
で勝手な解釈をせず、早めに海洋政策科学部教務学生グループへご相談く
ださい。

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。

3U451 ドイツ語初級ＳＡ３ 安田　麗 D510 4U451 ドイツ語初級ＳＡ４

ドイツ語初級ＳＢ４
Christopher
SCHELLETTE
R

D3124U452

第4クォーター

第4クォーター

4U522 フランス語初級ＳＢ４

廣田　大地 D506

第3クォーター 第4クォーター

Sクラス(特別クラス)

火
・
５
時
限

木
・
１
時
限

クラス
番号

第3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

　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

※５時限目に開講する「総合教養科目」および「その他必要と認める科目」
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。

※第3次抽選結果が発表になった時点で「基礎教養科目」「総合教養科目」
の履修単位が卒業要件単位数を満たさない場合等が生じた場合は、３Qと４
Qの履修計画を立てた上で、速やかに海洋政策科学部教務学生グループに
連絡をしてください。

岩本　和子 M201 4U493 フランス語初級Ａ４ 岩本　和子 M201

第4クォーター

3U452 ドイツ語初級ＳＢ３
Christopher
SCHELLETTE
R

D312

木
・
５
時
限

クラス
番号

第3クォーター

19 3U503 M302


