
神　　戸　　大　　学　　工　　学　　部

建築学科(３年生)　平成2７年度入学者 (平成29年10月～平成30年3月)

時限

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

構造計画学 3T018 谷（明） C1-301 都市設計論(10～) 3T019 山崎 LR203 計画演習Ⅰ 3T020 大谷(弘) 計画演習Ⅰ 3T020 大谷(弘) 3G311 野谷 D306*

山邊 [都市設計(～09)] 3N001 三輪 近井 近井

小幡 小幡

計画系教員 計画系教員

構造設計Ⅰ 3T021 構造系教員 構造設計Ⅰ 3T021 構造系教員

歴史環境論(10～) 3T022 末包 C2-301 地域安全論(10～) 3T023 北後 C1-301 居住環境論 3T024 近藤 建築構法 3T025 福田

[近代建築史(～09)] 3N002 中江 [建築防災(～09)] 3N003 大西 松尾

中国語ⅢＢ（再履修クラス）  3G605   朱  D305* 

建築耐震構造 3T026 藤谷 C1-301 建築工学実験(08～) 3T027 構造･環境系 建築工学実験(08～) 3T027 構造･環境系 3G312 加藤 D413*

向井 3N004 教員 3N004 教員 3G470 林 B204*

仏語ⅢＢ（再履修クラス） 3G529 岩本 D306*

ロシア語ⅢＢ（再履修クラス） 3G624 シュラトフ M302*

3G473 福岡 D503*

3G530 バニュウ D615*

3G608 王 M301*

3G625 グレチュコ C206*

構造設計学 3T028 孫 LR201 光環境計画(10～) 3T029 鈴木（広） LR302 計画演習Ⅰ 3T020 大谷(弘) 計画演習Ⅰ 3T020 大谷(弘)

田中 [建築環境設計(～09)] 3N005 近井 近井

小幡 小幡

計画系教員 計画系教員

都市環境計画 3T030 竹林 C4-201 建築設備システム(06～) 3T031 赤山 C2-101 計画演習Ⅰ(09-) 3T020 大谷(弘) 計画演習Ⅰ(09-) 3T020 大谷(弘)

近井 近井

小幡 小幡

計画系教員 計画系教員

構造設計Ⅰ 3T021 構造系教員 構造設計Ⅰ 3T021 構造系教員

※不定期実習：学外演習(建築系)　1T012　竹林・大西・谷

 【注意】
１．基礎教養科目・総合教養科目抽選登録受付期間：
　　平成２９年９月１４日(木)９：００ ～１９日(火)１７：００
２．後期（第３Ｑ・第４Ｑ）履修登録期間：
　　平成２９年１０月２日(月) ９：００ ～１６日(月)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．教室欄の　　　　　　　は，工学部キャンパスを示します。
６．授業科目名の後の( 　)内の数字は，その科目の適用される入学年度 
   (学籍番号上２桁)を示します。

第1演習室

C2-101 C2-101

情報基盤

センター分館

金

A-G03 A-G03

木

A-G03 A-G03

中国語ⅣＢ

ロシア語ⅣＢ

独語ⅣＢ 

仏語ⅣＢ

英語リーディングⅢ（再履修クラス）

[構造材料実験(06～07)] LR204 [構造材料実験(06～07)] LR204 独語ⅢＢ（再履修クラス）

水

C4-201 C4-201

第２演習室 第２演習室

火

LR202 C4-301

LR403 LR403

情報基盤 情報基盤

センター分館 センター分館

月

A-G03 A-G03 英語リーディングⅢ（再履修クラス）

時間割
コード

授　　業　　科　　目 授　　業　　科　　目 教　室 授　　業　　科　　目 教　室 授　　業　　科　　目
        

科目 時間割
コード

時間割
コード

時間割
コード

時間割
コード

平　成　29　年　度　後期　授　業　時　間　割　表

１     (８：５０～１０：２０) ２     (１０：４０～１２：１０) ３     (１３：２０～１４：５０) ４     (１５：１０～１６：４０) ５     (１７：００～１８：３０)



神　　戸　　大　　学　　工　　学　　部

建築学科(４年生)平成26年度入学者 (平成29年10月～平成30年3月)

時限

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

※登録済科目：卒業研究（教務情報システムの登録確認画面では、「集中講義・その他」欄に登録されます。）

【注意】　
１．基礎教養科目・総合教養科目抽選登録受付期間：
　　平成２９年９月１４日(木)９：００ ～１９日(火)１７：００
２．後期（第３Ｑ・第４Ｑ）履修登録期間：
　　平成２９年１０月２日(月) ９：００ ～１６日(月)１７：００
３．ＵＲＬ：https://kym.kobe-u.ac.jp/kobe-u/campus
４．休学・再履修等の関係で今期から「卒業研究」を履修する学生は教務学生係に申し出てください。
５．「卒業研究」は登録済のため改めて履修登録する必要はありませんが，過年度生は履修登録を行う必要がある場合があります。履修登録されていることを
　　必ず履修登録期間(【注意】２)内に教務システムの履修登録画面で確認してください。

金

木

水

火

月

時間割
コード

授　　業　　科　　目 授　　業　　科　　目 教　室 授　　業　　科　　目 教　室 授　　業　　科　　目
        

科目 時間割
コード

時間割
コード

時間割
コード

時間割
コード

平　成　29　年　度　後期　授　業　時　間　割　表

１     (８：５０～１０：２０) ２     (１０：４０～１２：１０) ３     (１３：２０～１４：５０) ４     (１５：１０～１６：４０) ５     (１７：００～１８：３０)


