
２０２２年１０月～２０２３年３月（第３Q：10/1～12/2，第４Q12/5～2/10）

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】  生物学実験１　Ｃ → 3U843 岩﨑 【総合教養科目】

 文学Ｂ 3U047 昆野  ＥＵ基礎論 3U101 吉田 K301

 言語科学Ａ 3U050 森山（予定）  ひょうご神戸学 3U102 松下 B210

 芸術と文化Ａ 3U053 田畑  ＥＳＤ生涯学習論Ａ 3U103 松岡 K601

 芸術と文化Ｂ 3U055 寺内

 アジア史Ａ 3U061 団（予定） 【その他必要と認める科目】

 社会生活と法 3U083 藤井  総合科目Ⅱ(データサイエンス基礎演習Ｂ）（19～） 3U907 中村 B110

 総合科目Ⅱ（価値創造の考え方）（19～） 3U909 玉木 B209

 総合科目Ⅰ（海外留学のすすめA）（21） 3U910 橋田 D309

 情報基礎　（再履修） 3U861 伴 K502

【総合教養科目】  生物学実験２　C → 4U843 酒井  【総合教養科目】

 文学Ｂ 4U045 昆野  ＥＳＤ生涯学習論Ｂ 4U103 松岡 K601

 言語科学Ａ 4U048 森山（予定）

 芸術と文化Ａ 4U051 田畑 【その他必要と認める科目】

 芸術と文化Ｂ 4U053 寺内  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） 4U911 黒田 D310

 アジア史Ｂ 4U059 団（予定）  総合科目Ⅰ（海外留学のすすめB）（19～） 4U910 橋田 D309

 4U079 藤井  総合科目Ⅱ(データサイエンス基礎演習Ｂ）（19～） 4U901 中村

 化学実験１　Ｃ,Ｂ,Ｗ → 3U828 高橋 【総合教養科目】

 環境学入門Ａ 3U104 神尾 B209

 神戸大学の研究最前線Ａ 3U105 葛城 K301

 データサイエンス概論Ａ 3U116 小澤 B110

【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） 3U901 村中 B101

 微分積分入門１　Ｂ　（再履修） 3U788 大川 K302

 微分積分１（再履修） 3U789 内田 K402

 化学実験２   Ｃ,Ｂ,Ｗ → 4U828 高橋 【総合教養科目】

 環境学入門Ｂ 4U104 神尾 B209

 データサイエンス概論Ｂ 4U116 小澤

 微分積分入門２　Ｂ　（再履修） 4U788 大川 K302

 微分積分２（再履修） 4U789 内田 K402

【総合教養科目】 【総合教養科目】

 文学Ｂ 3U048 米田  ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり２）Ａ 3U106 清野 K601

 言語科学Ａ 3U051 岸本  企業社会論Ｂ 3U107 鶴田 K301

 芸術と文化Ｂ 3U056 板倉  日本酒学入門（19～） 3U109 石村 B110

 日本史Ａ 3U058 渡部（予定）

 西洋史Ｂ 3U063 小澤

 政治と社会 3U082 中村 【その他必要と認める科目】

 現代の経済Ａ 3U086 小川  総合科目Ⅱ（統計学基礎A）（21） 3U903 福山 B109

【総合教養科目】 【総合教養科目】

 文学Ｂ 4U046 米田  ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり２）Ｂ 4U106 清野 K601

 言語科学Ａ 4U049 岸本

 芸術と文化Ｂ 4U054 板倉

 日本史Ｂ 4U056 渡部（予定） 【その他必要と認める科目】

 西洋史Ｂ 4U061 小澤  総合科目Ⅱ（統計学基礎B)（21） 4U908 福山 B109

 生活環境と技術 4U068 内山

 現代の経済Ａ 4U083 八木

【総合教養科目】

 データサイエンス入門Ａ 3G126 首藤 K202

 男女共同参画とジェンダーＡ 3U110 工藤 B101

 地域社会形成基礎論 3U113 松下 B210

 データサイエンス概論Ａ 3U117 小澤 B110

 ▲グローバルリーダーシップ育成基礎演習 3U111 黒田

 線形代数１　※再履修 3U750 三浦 K302

【総合教養科目】

 男女共同参画とジェンダーＢ 4U110 工藤 B101

 職業と学び－キャリアデザインを考えるＢ 4U112 北村 B209

 データサイエンス概論Ｂ 4U117 小澤 B103

 ▲グローバルリーダーシップ育成基礎演習 3U111 黒田 注１

 線形代数２　※再履修 4U750 三浦 K302

● 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）

● 履修登録期間は，３Ｑ，４Ｑとも９月２７日（火）９：００～１０月１７日（月）１７：００です。履修登録を行っていない授業科目は，履修・受験しても無効です。

● 総合教養科目は，３Ｑ，４Ｑとも９月９日（金）９：００～９月１２日（月）１７：００の抽選登録期間に登録してください。

● 全学共通授業科目の履修方法等詳細については教養教育院の掲示板（鶴甲第1キャンパスＫ棟事務室前）およびWebサイトを確認してください。

● 教室は，鶴甲第1キャンパス（全学共通授業科目関係）の教室です。

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（教養教育院）で確認してください。

● 授業科目の後にある括弧書きの数字は対象の入学年度（学籍番号の最初の２桁）を示しています。　例：（19）2019年度生

● 「▲」の付く科目はセメスター（学期）で開講する科目を示します。後期開講科目として第3クォーターから登録してください。

● 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。

● 再履修の方法等詳細については教養教育院の掲示板（鶴甲第1キャンパスＫ棟事務室前）およびWebサイトを確認してください。

下の学年に割り当てられた授業科目を履修する場合，過去の履修の有無にかかわらず「再履修」の扱いになります。

再履修科目で「外国語科目（必修）」，「共通専門基礎科目（5限開講以外の数学系科目）」，「情報基礎」，「健康・スポーツ科学講義」は抽選登録が必要です。

抽選登録期間：９月９日（金）９：００～９月１２日（月）１７：００　

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。
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