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時間割 時間割 時間割 時間割 時間割

ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ ｺｰﾄﾞ
 総合教養科目  基礎教養科目  情報基礎 1U861 伴　好弘 K501
文学Ａ 1U051 濱田　麻矢 論理学 1U007 副島　猛 　（再履修クラス,抽選登録）
文学Ｂ 1U052 昆野　伸幸 政治学Ａ 1U015 太田　和宏

言語科学Ａ 1U055 アルビン　 政治学Ｂ 1U018 中村　覚  総合教養科目
芸術と文化Ａ 1U056 教員未定 社会学 1U021 酒井　朋子 　データサイエンス概論A 1U109 齋藤 政彦

芸術と文化Ｂ 1U059 教員未定 地理学 1U022 原　将也

日本史Ａ 1U062 長　志珠絵 経営学 1U024 馬場　新一

西洋史Ａ 1U069 小澤　卓也

芸術史Ａ 1U073 梅宮　弘光  総合教養科目
科学史Ａ 1U075 塚原　東吾 社会思想史 1U076 市田　良彦

文化人類学 1U077 梅屋　潔

学校教育と社会 1U083 山内　乾史

政治と社会 1U092 井口　克郎

現代の経済Ｂ 1U098 楳本　大悟

資源・材料とエネルギーＡ 1U103 山内　知也

神戸大学史Ａ 1U106 菊 地 真

 総合教養科目
ＥＳＤボランティア論 2U107 清野未恵子 K601
ひょうご神戸学 2U113 松下　正和 B110
データサイエンス概論B 2U117 齋藤　政彦

 共通専門基礎科目 中国語中級Ｃ１ 1U622 朱　春躍 D303  総合教養科目
　数理統計１　　Ｍ 1U769 森谷　義哉 B101 神戸大学の研究最前線Ａ 1U107 山内　乾史 K202

科学技術と倫理 1U110 中　真生 B109

1G786 田原　伸彦 K302

 共通専門基礎科目 中国語中級Ｃ２ 2U622 朱　春躍 D303  総合教養科目
　数理統計２　　Ｍ 2U769 森谷　義哉 B101 神戸大学の研究最前線Ｂ 2U111 山内　乾史 K202

科学技術と倫理 2U118 中　真生 B109

　　　
2G786 田原　伸彦 K302

2U904 鶴田　宏樹 K601

 基礎教養科目  総合教養科目  ▲物理学実験　Ｐ，Ｃ，Ｂ，Ｗ 1U815 身内賢太朗 →  ▲物理学実験　Ｐ，Ｃ，Ｂ，Ｗ 1U815 身内賢太朗 物理学実験室  総合教養科目
法学Ａ 1U013 大塚　泰寿 現代物理学が描く世界 1U086 坂本　眞人 1U105 松岡　広路 K601
政治学Ａ 1U016 太田　和宏 身近な物理法則 1U087 太田　仁  物理学実験基礎　Ｃ，Ｂ，Ｗ 1U813 園田英徳 → 1U813 園田英徳 〃
経済学Ｂ 1U020 阪本　浩章 カタチの自然学 1U088 鈴木　広隆

地理学 1U023 菊地　真 　　 ものづくりと科学技術Ａ 1U089 藤谷　秀雄

人間活動と地球生態系 1U101 石井　弘明

総合教養科目 資源・材料とエネルギーＡ 1U104 日出間　るり 　ドイツ語中級Ｃ１ 1U450 シュルツェ D404
文化人類学 1U078 梅屋　潔 　フランス語中級Ｃ１ 1U521 廣田　大地 D509
現代社会論Ａ 1U079 佐々木　祐 　ロシア語中級Ｃ１ 1U651 ｼｭﾗﾄﾌ D511
国家と法 1U096 岡田　順子

現代の経済Ｂ 1U099 井上　武

 ▲物理学実験　Ｐ，Ｃ，Ｂ，Ｗ 1U815 園田英徳 → 1U815 園田英徳 物理学実験室  総合教養科目
2G106 松岡　広路 K601

　ドイツ語中級Ｃ２ 2U450 シュルツェ D404
　フランス語中級Ｃ２ 2U521 廣田　大地 D509
　ロシア語中級Ｃ２ 1U651 ｼｭﾗﾄﾌ D511

1G793 江尻　祥 K301
　ドイツ語中級Ｃ１ 1U451 安田　麗 D406 ドイツ語中級Ｃ１ 1U452 安田　麗 D406
　フランス語中級Ｃ１ 1U522 坂本　千代 D506 　フランス語中級Ｃ１ 1U524 松井　裕美 D505
　中国語中級Ｃ１ 1U623 高橋　康徳 D405 　中国語中級Ｃ１ 1U625 康　敏 D509 1G791 中西　康剛 K401

（再履修クラス）　　

 量子力学基礎　　M，Ｃ，Ｗ 1U812 早田　次郎 K202 1U901 黒田　千晴 D413

1U902 齋藤　政彦 B210

　ドイツ語中級Ｃ２ 2U451 安田　麗 D406 　ドイツ語中級Ｃ２ 2U452 安田　麗 D406 2U108 鶴田　宏樹 K202
　フランス語中級Ｃ２ 2U522 坂本 千代 D506 　フランス語中級Ｃ２ 2U524 松井　裕美 D505 地域社会形成基礎論 2U114 松下　正和 B210
　中国語中級Ｃ２ 2U623 高橋 康徳 D405 　中国語中級Ｃ２ 2U625 康　敏 D509

2G793 江尻　祥 K301
 相対論基礎　M，C，W 2U812 早田　次郎 K202

2G791 中西　康剛 K401
（再履修クラス）　　

 総合教養科目
社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）

2U109 西原　圭志 K202

 総合教養科目
瀬戸内海学入門 2U116 上井　進也

海への誘い 2U115 廣野　康平

【履修上の注意】

● 授業科目欄の英文字は，学科指定を示し，指定された学科以外の者は履修できません。

（Ｍ：数学科　Ｐ：物理学科　Ｃ：化学科　Ｂ：生物学科　Ｗ：惑星学科）

教養科目の教室は抽選結果発表以降に掲示・ホームページ（国際教養教育院）で確認してください

● 教室は鶴甲第一キャンパス（全学共通授業科目関係）の教室です。

● 「▲」の付く科目はセメスター開講，それ以外はクォーター開講になります。

● 単位を修得しようとする授業科目で一度不合格になったときは，次の学期以降に改めて履修・受験しなければなりません。

● 再履修については別に掲示等でお知らせしている「全学共通授業科目の履修について」を参照してください。

再履修できるのは，原則として所属する学部・学科開講授業科目（学部指定開講枠）です。

再履修科目で「外国語科目（必修）」，「情報基礎」，「健康・スポーツ科学講義」，「共通専門基礎科目（数学系科目）」は抽選登録が必要です。

抽選登録期間　第１Ｑ，第２Ｑとも第１Ｑの登録期間です。（「健康・スポーツ科学講義」を除く。）

５時限開講の「共通専門基礎科目（数学系科目）」（再履修クラス）は抽選登録不要です。履修登録期間に登録してください。

● 全学共通授業科目の集中講義については，別途ガイダンスを行います。詳細は掲示にて発表しますので注意してください。

● ２０１５年度以前入学生の教養原論は，基礎教養科目及び総合教養科目を履修してください。

　　Ｍ，Ｐ，Ｃ，Ｗ
 線形代数４（再履修クラス）

・授業日程：6/13（3~4限）,6/20（2~4限）6/27（2~4
限）,7/4（2~4限）7/11（2~4限）,7/18(3~4限）
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 総合教養科目

 線形代数３（再履修クラス）

ＥＳＤ基礎（持続可能な社会づくり１）Ａ

企業社会論Ａ

 線形代数入門１　Ｂ，Ｗ

　　Ｍ，Ｐ，Ｃ，Ｗ

総合科目Ⅱ（神戸大学「志」講
義）

 線形代数入門２　Ｂ，Ｗ

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）
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2020年度 前期　全学共通授業科目時間割表（学部２年生）

時限

曜日
ｸｫｰ
ﾀｰ

月

1Q

2Q

1Q

2Q

教 員教員
教
室

　授業科目 　授業科目 教室曜日

1Q

2Q

 ▲物理学実験　Ｐ，Ｃ，Ｂ，Ｗ

 物理学実験基礎　Ｃ，Ｂ，Ｗ

　　Ｍ，Ｐ，Ｃ，Ｗ

ＥＳＤ基礎（持続可能な社
会づくり１）Ｂ

　微分積分３（再履修クラス）

　微分積分４（再履修クラス）

　　Ｍ，Ｐ，Ｃ，Ｗ

総合科目Ⅰ（CreativeSchool基礎編
（課題解決の考え方の考え方））

集
中

水

木
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金
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1Q

1Q

2Q
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火

１　（８：５０～１０：２０）  ４　（１５：１０～１６：４０）  ５　（１７：００～１８：３０）

教 員
教
室

教 員

２　（１０：４０～１２：１０）
教
室

　授業科目 　授業科目教 員
教
室

時限
ｸｫ
ｰ

３　（１３：２０～１４：５０）

　授業科目

月

B209
B210
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B210


