
神　　戸　　大　　学　　工　　学　　部

市民工学科（１年生） (平成29年4月～平成29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                                                                       

情報基礎 1G8T1 清光　英成 K502* English Literacy  A1 49 1G242 岡田　浩樹 B208*

50 1G243 芦田　利恵子 M202*

微分積分１ 1G754 小山　民雄 D310* 【外国語第II】 図学１ 1G842 鈴木　広隆 図学演習室 力学基礎１ 1G791 櫻井　誠 C501*

1G843 宮崎　興二 C401*

別表①参照

図学１ 1G844 小高　直樹 図学演習室 English Communication A1 49 1G202 柏木　治美 D615* 素材化学A１ 1G809 山高　博 K301* Autonomous English 1 49 1G328 水口　志乃扶 D505*

50 1G203 山本　真也 D509* 50 1G329 岡田　浩樹 D510*

【外国語第II】 線形代数1 1G730 辻井　健修 B202* 1G713 山下　和雄

別表②参照 【英語による授業】 1G742 ラスマン　ウェイン K403* (注６参照） 1G714 國土　将平

1G715 水澤　克子

1G716 満石　寿

1G719 小林　雄志

初年次セミナー 1T035 大石 LR302 市民工学概論 1T036 大石 LR302 1S006 別途掲示

[市民工学概論（～15）] 1N004 喜多 喜多

橋本 澁谷

井料

長尾

藤田

内山

中山

飯塚

森川

芥川

小池

杉山

※集中講義： 海への誘い(2U122)・廣野康平、瀬戸内海学入門(2U123)・兵頭政幸(ガイダンス、開講日程等は別途掲示)

※集中講義：地球環境論（1T060)、地球環境論（～15）【再履修生用】(1N005)（9月後半開講予定）

【注意】 授業科目 クラス  時間割コード 教　員 教室 授業科目 クラス  時間割コード 教　員 教室

ドイツ語初級Ａ１ 19 1G405 藤野　一夫 D304* ドイツ語初級Ｂ１ 19 1G447 毛利　真実 B205*

ドイツ語初級Ａ１ 20 1G406 北川　順一 C206* ドイツ語初級Ｂ１ 20 1G448 北川　順一 C206*

　　平成29年5月9日(火)  ～ 5月16日(火)17:00 ドイツ語初級Ｂ１ 21 1G437 外山　和子 C202* ドイツ語初級Ａ１ 21 1G413 外山　和子 C202*

２．前期（第１Ｑ・第２Ｑ）履修・受験届入力受付期間(履修登録期間)： ドイツ語初級Ｂ１ 22 1G438 安田　麗 C506* ドイツ語初級Ａ１ 22 1G414 湯淺　英男 B207*

　　平成29年4月7日 (金)　9:00 ～ 20日(木) 17:00　　 ドイツ語初級Ａ１ 23 1G407 植　朗子 B207* ドイツ語初級Ｂ１ 23 1G449 トゥルンマー　フカダ　シュテファン D304*

ドイツ語初級Ａ１ 24 1G408 熊谷　哲哉 B205* ドイツ語初級Ｂ１ 24 1G450 横田　一哉 B203*

ドイツ語初級Ｂ１ 25 1G439 福岡　麻子 D303* ドイツ語初級Ａ１ 25 1G415 福岡　麻子 D303*

フランス語初級Ａ１ 15 1G493 廣田　大地 D504* フランス語初級Ｂ１ 15 1G519 Tisserand Lucie D503*

フランス語初級Ａ１ 16 1G494 的場　寿光 B203* フランス語初級Ｂ１ 16 1G520 川口　陽子 D512*

４．教室欄の＊は，鶴甲第１キャンパスの教室を示します。 フランス語初級Ｂ１ 17 1G513 前田　美樹 D503* フランス語初級Ａ１ 17 1G501 釣　馨 D511*

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， フランス語初級Ｂ１ 18 1G514 ヴィヨー　アレクサンドル M201* フランス語初級Ａ１ 18 1G502 坂本　千代 D506*

　　各自のクラスで受講してください。 中国語初級Ａ１ 23 1G553 徐　国玉 M303* 中国語初級Ｂ１ 23 1G590 藤井　美恵子 D310*

６．健康・スポーツ科学実習基礎1の第１回目の授業は，体育館に 中国語初級Ａ１ 24 1G554 小林　傑子 D510* 中国語初級Ｂ１ 24 1G591 鄔　国平 M201*

　　集合してください。 中国語初級Ｂ１ 25 1G585 谷川　真一 M301* 中国語初級Ａ１ 25 1G574 王　桂菊 D309*

７．図学のクラス分けは，別途ガイダンスを行います。(別途掲示) 中国語初級Ａ１ 26 1G555 陳　洪傑 B208* 中国語初級Ｂ１ 26 1G592 李　愛華 M202*

８．集中講義は別途ガイダンスを行い履修者を決定 中国語初級Ａ１ 27 1G556 安　力 D512* 中国語初級Ｂ１ 27 1G593 パン　新平 D412*

中国語初級Ａ１ 28 1G557 劉　燕子 M302* 中国語初級Ｂ１ 28 1G594 小林　傑子 M303*

中国語初級Ａ１ 29 1G558 付　瑞 C507* 中国語初級Ｂ１ 29 1G595 常次　莉恵 M301*

中国語初級Ａ１ 30 1G559 鄭　萍 D306* 中国語初級Ｂ１ 30 1G596 付　瑞 C507*

中国語初級Ｂ１ 31 1G586 王　桂菊 D309* 中国語初級Ａ１ 31 1G575 呉　青姫 D305*

中国語初級Ａ１ 32 1G560 李　楓 D305* 中国語初級Ｂ１ 32 1G597 連　興檳 D413*

ロシア語初級Ａ１ 4 1G642 青島　陽子 M202* ロシア語初級Ｂ１ 4 1G645 高島　尚生 B204*

　　工学部開講科目：
　　http://www.eng.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/student.html

１．基礎教養科目・総合教養科目抽選登録受付期間
　　（1年生は2Qから履修可能）：

３．全学共通授業科目：http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/zengaku.htm

特別講義 神戸大学「志」講義 

健康・スポーツ科学実習基礎１

月

火
※履修クラスは初回ガイダンス時に指示があります。
担当教員の指示に従い履修登録を行うこと。

水 ※履修クラスは初回ガイダンス時に指示があります。
担当教員の指示に従い履修登録を行うこと。

木

平　成　29　年　度　1クォーター　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)

時間割
コード

時間割
コード

時間割
コード

授　　業　　科　　目 授　　業　　科　　目 授　　業　　科　　目
科目 時間割

コード
時間割
コード

金

別表①　(火曜・２限) 別表②　(木曜・１限)

農学部
C101教室



神　　戸　　大　　学　　工　　学　　部

市民工学科（２年生） (平成29年4月～平成29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】 土質力学I 1T037 澁谷 LR202 Advanced English A1 1G907 松家　理恵 D312* 1G850 伴　好弘 K501*

倫理学 1G011 的場　千佳世 1N025 竹山

論理学 1G005 副島　猛 片岡 1N025 片岡 LR202

心理学Ａ 1G001 米谷　淳

生物学Ｃ 1G026 横井　雅幸

【総合教養科目】 【総合教養科目】

別表①参照 別表②参照

数理統計１ 1G771 阪本　雄二 K403* 土質力学I 1T037 澁谷 LR202 1T007 増淵 LR501 1G775 桔梗　宏孝 K302*

1N025 竹山

片岡 【総合教養科目】※履修方法等は別途掲示

1G117 山内　乾史 K202*

【外国語第Ⅲ】 【外国語第Ⅲ】 【外国語第Ⅲ】 【外国語第Ⅲ】

第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1G480 西出　佳代 D304* 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1G481 藤野　一夫 D304* 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1G482 近藤　正基 B203* 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1G483 外山　和子 C202* 1N025 片岡 LR202

第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1G541 岩本　和子 B208* 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1G542 廣田　大地 D504* 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1G543 坂本　千代 D506* 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1G544 松田　浩則 B204*

常微分方程式論 1T007 増淵 LR501 【基礎教養科目】 構造力学II 1T038 芥川 C2-301 【総合教養科目】※履修方法等は別途掲示

倫理学 1G012 嘉指　信雄 1N026 橋本 ESD基礎（持続可能な社会づくり1）Ｂ 1G120 松岡　広路 K601*

論理学 1G007 佐々木　崇 1G120 松岡　広路 K601*

心理学Ａ 1G003 野口　泰基 【外国語第Ⅱ】

心理学Ｂ 1G004 木下　孝司 ドイツ語中級Ｃ１ 1G476 Schulze　Marco C206*

教育学Ａ 1G009 稲垣　成哲 フランス語中級Ｃ１ 1G537 廣田　大地 D404*

ロシア語中級Ｃ１ 1G651 ヴァレリー　グレチュコ D305*

【総合教養科目】 1N026 芥川 C2-301

別表④参照 橋本

構造力学II 1T038 芥川 C2-301 【外国語第Ⅱ】 線形代数3（再履修） 1G773 渕野　昌 K301*

1N026 橋本 ドイツ語中級Ｃ１ 1G470 林　良子 D406*

フランス語中級Ｃ１ 1G531 市田　良彦 M201* 【外国語第Ⅱ】

中国語中級Ｃ１ 1G621 高橋　康徳 D404* 中国語中級Ｃ１ 1G631 朱　春躍 C506*

【外国語第Ⅲ】

第三外国語（韓国語）Ｔ１ 1G656 李　源京 K603*

第三外国語（スペイン語）Ｔ１ 1G657 秋原　三佳 K602*

【総合教養科目】※履修方法等は別途掲示

【外国語第Ⅲ】 企業社会論B 1G119 鶴田　宏樹 K202*

【外国語第Ⅲ】 【外国語第Ⅲ】 【外国語第Ⅲ】 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1G487 久山　雄甫 D303*

第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1G484 外山　和子 C202* 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1G485 北川　順一 C206* 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1G486 石田　圭子 M202* 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1G548 吉田　典子 M301* 1N026 芥川 C2-301

第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1G545 坂本　千代 D506* 第三外国語（フランス語）Ｔ１1G546 廣田　大地 D504* 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1G547 吉田　典子 M301* 第三外国語（韓国語）Ｔ１ 1G655 李　源京 K603* 橋本

測量学 1T040 瀬谷 C4-201 1T041 齋藤 C1-301 1T041 齋藤 C1-301 【外国語第Ⅲ】

四辻 四辻 第三外国語（イタリア語）Ｔ１ 1G658 フィーノ　ジュゼッペ C202*

片岡 片岡

※集中講義： 海への誘い(2U122)・廣野康平、瀬戸内海学入門(2U123)・兵頭政幸(ガイダンス、開講日程等は別途掲示)

※学際工学英語特別講義Ⅰ(1T300)・福岡　(平成29年9月11～12日開講予定)

文学Ａ 1G051 菱川　英一 社会思想史 1G078 廳　茂

文学Ｂ 1G053 昆野　伸幸 文化人類学 1G080 齋藤　剛

言語科学Ａ 1G056 古本　真 現代社会論Ａ 1G081 佐々木　祐

 【注意】 芸術と文化Ａ 1G057 岡崎　香奈 国家と法 1G101 岡田　順子

１．第１Ｑ基礎教養科目・総合教養科目抽選登録受付期間： 芸術と文化Ｂ 1G060 今田　健太郎 経済社会の発展 1G108 綿貫　友子

　　平成29年3月27日(月)9：00 ～ 4月3日(月)17:00 日本史Ａ 1G063 長　志珠絵 現代の経済Ｂ 1G106 井上　武

    第２Ｑ基礎教養科目・総合教養科目抽選登録受付期間： 西洋史Ｂ 1G070 小澤　卓也

　　平成29年5月9日(火)　9:00 ～ 5月16日（火） 17:00 科学史Ａ 1G076 塚原　東吾

２．前期（第１Ｑ・第２Ｑ）履修・受験届入力受付期間(履修登録期間)： 芸術史Ａ 1G074 谷　正人

　　平成29年4月7日 (金)　9:00 ～ 20日(木) 17:00　　

３．全学共通授業科目：http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/zengaku.htm 文化人類学 1G079 梅屋　潔 カタチの文化学Ａ 1G087 野中　哲士

学校教育と社会 1G085 山内　乾史 現代物理学が描く世界 1G089 原　俊雄

社会生活と法 1G097 山崎　康仕 身近な物理法則 1G090 田中　俊一

４．教室欄の＊は，鶴甲第１キャンパスの教室を示します。 政治と社会 1G095 井口　克郎 資源・材料とエネルギーＡ 1G114 松山　秀人

現代の経済Ｂ 1G104 内田　雄一郎 ものづくりと科学技術Ａ 1G091 藤谷　秀雄

企業と経営 1G109 馬場　新一 人間活動と地球生態系 1G112 石井　弘明

資源材料とエネルギーＡ 1G115 山内　知也 社会と人権Ａ 1G092 塚田　哲之

神戸大学史Ａ 1G116 河島　真

　　工学部開講科目：
　　http://www.eng.kobe-u.ac.jp/eng-ofc/kym/student.html

※学際工学英語特別講義Ⅵ(1T301)・中村　（平成29年8月21～24日開講予定）(抽選登録が必要です。抽選登録期：平成29年5月9日(火)　9:00 ～ 5月16日（火） 17:00）

神戸大学の研究最前線A
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教室 授業科目

４     (１５：１０～１６：４０) ５     (１７：００～１８：３０)

教　員 教室

別表①　(月曜・１限) 別表③　(水曜・１限)

授業科目

測量学実習I

教　員

３     (１３：２０～１４：５０)

 時間割コード

水

木

別
途
掲
示
し
ま
す

別表②　(月曜・2限) 別表④　(水曜・2限)

微分積分３（再履修クラス）

土質力学Ｉ及び演習（～15）
【再履修生用】 土質力学Ｉ及び演習（～15）【再履修生

用】

教
室
別
途
掲
示

構造力学II及び演習（～15）
【再履修生用】

別
途
掲
示
し
ま
す

別
途
掲
示
し
ま
す

 時間割コード

平　成　29　年　度　1クォーター　授　業　時　間　割　表

１     (８：５０～１０：２０) ２     (１０：４０～１２：１０) 

火

科目 時間割
コード

月

金

時間割
コード

構造力学II及び演習（～15）【再
履修生用】

測量学実習I

時間割
コード

時間割
コード

時間割
コード

授　　業　　科　　目

教
室
別
途
掲
示

常微分方程式論

土質力学Ｉ及び演習（～15）
【再履修生用】

構造力学II及び演習（～15）【再履修生
用】

構造力学II及び演習（～15）【再履修生
用】

土質力学Ｉ及び演習（～15）【再履修生
用】

授　　業　　科　　目 授　　業　　科　　目    

情報基礎（再履修クラス）

yoshitaka
テキストボックス
第１Ｑ基礎教養科目・総合教養科目抽選登録受付期間：    平成29年3月24日(金) 9:00 ～ 4月3日(月)17:00    第２Ｑ基礎教養科目・総合教養科目抽選登録受付期間：    平成29年5月9日(火)　9:00 ～ 5月16日（火） 17:00 




