
神　　戸　　大　　学　　工　　学　　部

機械工学科（１年生） (平成２８年４月～平成２８年６月)

時限

授　　業　　科　　目 教　員 教　室 授　　業　　科　　目 教　員 教　室 教　員 教　室 教　員 教　室 教　員 教　室
曜日                                                                       

G667 河辺 English Literacy  A1 53 G248 島津 ＊D304 T301 浅野 LR302

G668 高田 54 G249 THOMAS ＊D305 片岡 LR303

G669 武村 55 G250 川部 ＊D310 菊池

G670 長野 肥田

G671 村田

微分積分１ 【外国語第II】 機械基礎数学I T302 林 LR402

（学籍番号下３桁～560） G756 田原（伸） ＊B202

（学籍番号下３桁561～） G757 山田 ＊D310

初年次セミナー T303 横小路 LR302 情報基礎 G8T3 安藤 ＊K502 English Communication A1 機械工学基礎 T304 浅野 LR203 Autonomous English 1 53 G295 水口 ＊D505

磯野 LR303 寺本 53 G204 大和 ＊D414 片岡 LR204 54 G296 野谷 ＊D405

白瀬 LR403 54 G205 加藤（雅） ＊D309 菊池 LR303 55 G297 田中（順） ＊D406

55 G206 グリア ＊D404 肥田

【外国語第II】 線形代数１ 機械基礎数学I T302 林 LR402 T305 林 LR303

（学籍番号下３桁～560） G732 渕野 ＊D312

（学籍番号下３桁561～） G733 佐藤（進） ＊D411

【英語による授業】 G742 ラスマン ＊K403

機械工学実習I T306 横小路 機械工学実習I T306 横小路

菅野・川南 菅野・川南

村川・杉本 村川・杉本

機械製図I T307 妻屋 C2-201 機械製図I T307 妻屋 C2-201
浅野 浅野

※集中講義： 【総合教養科目】海への誘い(U122)廣野ほか，【総合教養科目】瀬戸内海学入門(U123)兵頭ほか

【注意】
１．第１Ｑ・第２Ｑ履修・受験届入力受付期間(履修登録期間)：
　　平成２８年４月７日(木)　９：００ ～ ２０日(水)１７：００　　
２．ＵＲＬ：https://kym.kobe-u.ac.jp/kobe-u/campus ドイツ語初級A１ ２２ G404 藤野　一夫 ＊B204 ドイツ語初級A１ ２６ G414 横山　江美 ＊C206
３．教室欄の＊は，鶴甲第１キャンパスの教室を示します。 ２３ G405 林　良子 ＊D406 ２７ G415 藤濤　文子 ＊B204
４．教室欄の　　　　　　　は，工学部キャンパスを示します。 ２４ G406 熊谷　哲哉 ＊B205 ドイツ語初級B１ ２２ G450 福岡　麻子 ＊C202
５．外国語科目の後の数字はクラス指定を示していますので，各自のクラスで受講してください。 ２５ G407 外山　和子 ＊C202 ２３ G451 林　良子 ＊D406
６．健康・スポーツ科学実習基礎１の初回講義は鶴甲第１キャンパス第２体育館に集合してください。 ２８ G408 植　朗子 ＊B207 ２４ G452 横田　一哉 ＊B207
７．集中講義（総合教養科目）はガイダンスを実施のうえ履修者を決定します。　詳細は別途掲示を参照してください。 ２９ G409 西出　佳代 ＊D303 ２５ G453 外山　和子 ＊B208
８．１年生（平成28年度入学生）の基礎教養科目・総合教養科目の履修は前期第２クォーターから（５月中旬の抽選登録が必要） ドイツ語初級B１ ２６ G439 中村　俊子 ＊B208 ２８ G454 伊東　史明 ＊B203
９．金曜３，４限の「機械工学実習I」と「機械製図I」について ２７ G440 安田　麗 ＊C506 ２９ G455 吉村　健一 ＊M201
  　・学籍番号下１桁が偶数の者は，「機械工学実習I」を履修すること。 フランス語初級A１ １６ G484 廣田　大地 ＊D405 フランス語初級A１ １８ G492 坂本　千代 ＊D506
  　・学籍番号下１桁が奇数の者は，「機械製図I」を履修すること。 １７ G485 朝倉　三枝 ＊M201 １９ G493 岩本　和子 ＊M202

２０ G486 的場　寿光 ＊F201 フランス語初級B１ １６ G514 山本　明美 ＊D511
フランス語初級B１ １８ G506 武内　英公子 ＊D504 １７ G515 釣　馨 ＊D512

１９ G507 脇谷　玲子 ＊M202 ２０ G516 松井　真之介 ＊D405
中国語初級A１ ２１ G546 李　英杰 ＊D304 中国語初級A１ ２３ G564 王　桂菊 ＊D309

２２ G547 小林　傑子 ＊D510 ２９ G565 付　瑞 ＊M302
２４ G548 陳　洪傑 ＊M302 中国語初級B１ ２１ G578 藤井　美恵子 ＊B205
２５ G549 安　力 ＊D512 ２２ G579 張　業松 ＊C507
２６ G550 付　瑞 ＊D305 ２４ G580 李　愛華 ＊D305
２７ G551 徐　国玉 ＊M303 ２５ G581 パン　新平 ＊D412
２８ G552 鄭　萍 ＊D306 ２６ G582 李　英杰 ＊D306

中国語初級B１ ２３ G573 谷川　真一 ＊C507 ２７ G583 彭　程 ＊F202
２９ G574 王　桂菊 ＊M301 ２８ G584 常次　莉恵 ＊M303

ロシア語初級A１ ４ G622 三浦　由香利 ＊D506 ロシア語初級Ｂ１ ４ G627 高島　尚生 ＊D504

教　員 教室

平成２８年度　第１クォーター　授業時間割表

科目

月

５     (１７：００～１８：３０)３     (１３：２０～１４：５０)

教　員 教室

２     (１０：４０～１２：１０) 

時間割
コード

工作技術
センター

木

金

時間割
コード

授　　業　　科　　目 授　　業　　科　　目

時間割
コード

授業科目授業科目

別表①　(火曜・２限)

機械基礎数学特別演習(〜15)

１     (８：５０～１０：２０)

火

水

クラス クラス

別表②　(木曜・１限)

時間割
コード

授　　業　　科　　目
時間割
コード

時間割
コード

４     (１５：１０～１６：４０)

機械工学基礎特別演習(〜15)

時間割
コード

別表①参照

別表②参照

健康・スポーツ科学実習基礎１

工作技術
センター



神　　戸　　大　　学　　工　　学　　部

機械工学科（２年生） (平成２８年４月～平成２８年６月)

時限

授　　業　　科　　目 教　員 教　室 授　　業　　科　　目 教　員 教　室 教　員 教　室 教　員 教　室 教　員 教　室
曜日                                                                   

【基礎教養科目】 複素関数論演習 T313 村川 LR402 英語リーディングⅢ 53 G911 西谷 ＊M303 T314 池尾 LR301 G850 伴 ＊K501
倫理学 G011 的場（千） ※セメスター 54 G912 野谷 ＊B207
論理学 G005 大塚 55 G913 山澤 ＊D311
論理学 G006 副島
心理学A G001 米谷
生物学C G026 吉川
熱力学Ⅱ T315 川南 5W-301 流体工学(a) T316 冨山・林 LR303 英語アドバンストＢ G361 柏木 ＊D406 T318 横小路 T318 横小路

※セメスター 菅野・川南 菅野・川南

流体工学(b) T317 細川 LR304 村川・杉本 村川・杉本

機械製図 T319 妻屋・浅野 C4-301
機械製図 T319 妻屋・浅野 C4-301 細川・佐藤

細川・佐藤 【総合教養科目】※履修方法等は別途掲示
G117 山内（乾） ＊K202

G775 渕野 ＊K302
※セメスター

機械力学Ⅰ T320 神野 LR501 【基礎教養科目】 複素関数論 T605 長瀬 LR301 英語オーラルⅢ 53 G929 石野 ＊D311 フランス語中級C１ G527 廣田 ＊D404

倫理学 G012 茶谷 ※セメスター 54 G930 柴田 ＊D615 ロシア語中級C１ G633 グレチュコ ＊K603
論理学 G007 佐々木 55 G931 マーロー ＊D411 G470 トゥルンマー ＊C206
心理学A G003 喜多（伸）

心理学B G004 齊藤
教育学A G009 船寄

流体工学(a) T316 冨山・林 LR303 ドイツ語中級C１ G471 藤濤 ＊B204 材料科学(09-) T321 田中(克) LR401 常微分方程式論 T607 佐野 C3-302 G773 ブレンドル ＊K301
フランス語中級C１ G528 岩本（和） ＊M202
中国語中級C１ G606 彭 ＊F202 中国語中級C１ G616 朱 ＊C507

流体工学(b) T317 細川 LR304
健康・スポーツ科学講義Ｃ G653 長ヶ原 ＊B110
【再履修者】

機構学 T322 横小路 LR301 機械力学Ⅰ T320 神野 LR501

※集中講義：　【総合教養科目】海への誘い(U122)廣野ほか，【総合教養科目】瀬戸内海学入門(U123)兵頭ほか，英語アドバンストＣ （海外研修）(G364)木原

【注意】
１．第１Ｑ基礎教養科目・総合教養科目抽選登録受付期間：
　　平成２８年３月２５日(金)　９：００ ～ ４月１日(金)１７：００
２．前期（第１Ｑ・第２Ｑ）履修・受験届入力受付期間(履修登録期間)：
　　平成２８年４月７日(木)　９：００ ～ ２０日(水)１７：００　　
３．ＵＲＬ：https://kym.kobe-u.ac.jp/kobe-u/campus
４．教室欄の＊は，鶴甲第１キャンパスの教室を示します。
５．外国語授業科目の後の数字はクラス指定を示していますので，各自のクラスで受講してください。 
６．集中講義（総合教養科目）はガイダンスを実施のうえ履修者を決定します。　詳細は別途掲示を参照してください。
７．基礎教養科目・総合教養科目の教室については，抽選結果発表後（４／５予定）に別途掲示します。
８．火曜４，５限の「機械工学実習」と「機械製図」について
  　・学籍番号下１桁が偶数の者は，「機械工学実習」を履修すること。

   　・学籍番号下１桁が奇数の者は，「機械製図」を履修すること。
９．「流体工学」(a)(b)のクラス分けは，次のとおりとする。
　　・学籍番号下１桁が奇数の者は，(a)を履修すること。                                                          
  　・学籍番号下１桁が偶数の者は，(b)を履修すること。                                                         

別
途
掲
示
し
ま
す

別
途
掲
示
し
ま
す

線形代数学２（再履修クラス）

常微分方程式論演習

工作技術
センター

ドイツ語中級C１

微分積分学２（再履修クラス）

情報基礎(再履修クラス)

時間割
コード

授　　業　　科　　目

神戸大学の研究最前線A

機械工学実習
工作技術
センター

平成２８年度　前期（第１Q）　授業時間割表

水

時間割
コード

５     (１７：００～１８：３０)

授　　業　　科　　目    

金

授　　業　　科　　目
科目

月

時間割
コード

機械工学実習

※セメスター

３     (１３：２０～１４：５０)

火

木

２     (１０：４０～１２：１０) 

時間割
コード

時間割
コード

１     (８：５０～１０：２０) ４     (１５：１０～１６：４０)


