
1次抽選登録期間：9月9日（木）15:00～9月13日（月）17:00　（2次抽選・3次抽選も実施予定です。）

※抽選登録の詳細は、国際教養教育院HPの「履修についてページ」もしくは「全学共通授業の履修方法(.pdf)」を確認してください。

★5限開講科目の履修方法は、各科目の備考欄,国際教養教育院HPの「履修についてページ」等を参照して下さい。

※教室は1次抽選登録の結果発表後に掲示します。

○学部指定開講枠（アルファベット）の示す学部（学科）名について

　Ｌ：文学部　Ｈ：国際人間科学部　Ｊ：法学部　Ｅ：経済学部　Ｂ：経営学部　Ｓ：理学部　ＭＭ：医学部医学科

　ＭＨ：医学部保健学科　Ｔ：工学部　Ａ：農学部　Z：海洋政策科学部

月曜1限 学部指定開講枠 1年生： T

時間割コード 科目名 教室 備考

3U075 現代物理学が描く世界 N302

3U076 身近な物理法則 K301

3U078 生命科学Ａ K401

3U080 生物資源と農業Ｃ C401

3U092
地球史における生物の
変遷

C501

月曜2限 学部指定開講枠
2年生：
1年生：

S、A
S、MM

時間割コード 科目名 教室 備考

3U046 文学Ｂ K402

3U050 言語科学Ａ K301

3U053 芸術と文化Ａ K202

3U055 芸術と文化Ｂ K303

3U058 日本史Ａ K601

3U060 東洋史Ｂ K401

3U062 アジア史Ａ K403

3U085 社会生活と法 N302

火曜１限 学部指定開講枠
2年生：
1年生：

時間割コード 科目名 教室 備考

3U069 文化人類学 K202

3U072 越境する文化 C301

3U086 現代の経済Ａ B101

3U091 経済社会の発展 B210

火曜2限 学部指定開講枠 1年生：

時間割コード 科目名 教室 備考

3U077 ものづくりと科学技術Ａ B210

3U094 食と健康Ａ B110
3U095 資源・材料とエネルギー K302

★1,2限開講科目を履修するためには、抽選登録期間内に抽選に応募して下さい。

★学部指定開講枠は１次抽選対象学部（学科）です。２次抽選以降は学部の制限はありませんが、抽選対象者の年次等については制
限があるため、上記のHPもしくは履修方法pdfを必ず確認してください。

全学共通授業科目【総合教養科目】　時間割表
令和３年度　第3クォーター

担当教員

担当教員

H(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ)、J

J、H（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ）
J,MM

伊藤　隆郎

貞好　康志

藤井　真一

岡田　浩樹

担当教員

昆野　伸幸

朝倉　美耶子

田畑　暁生

寺内　直子

タタルチュク　マルチン

越智　敦彦

久保木　一浩

榎本　秀樹

鈴木　武志

上井　進也

小笠原　博毅

奥西　孝至

阪上　隆英

山下　陽子
片岡　沙都紀

担当教員

石田　章



水曜１限 学部指定開講枠
2年生：
1年生：

時間割コード 科目名 教室 備考

3U047 文学Ｂ B110

3U051 言語科学Ａ K202

3U056 芸術と文化Ｂ K302

3U064 西洋史Ｂ C301

3U074 科学技術と倫理 B210

3U082 政治と社会 C201

3U087 現代の経済Ａ K402 Eは履修不可

水曜2限 学部指定開講枠
2年生：
1年生：

時間割コード 科目名 教室 備考

3U052 言語科学Ｂ K302

3U068 社会思想史 K402

3U070 文化人類学 B110

3U071 現代社会論Ｂ N302

3U073 生活環境と技術 K401

3U081 社会と人権Ａ C201

3U083 国家と法 B210

3U088 現代の経済Ａ C301

3U089 現代の経済Ｂ K202

木曜１限 学部指定開講枠 1年生：

時間割コード 科目名 教室 備考
3U049 カタチの文化学 C501 2020年度以降入学生のみ対象
3U079 生物資源と農業Ａ B209

3U093 生物の環境適応 K303

木曜2限 学部指定開講枠
2年生：
1年生：

時間割コード 科目名 教室 備考

3U045 文学Ａ B201

3U048 文学Ｂ M303
3U054 芸術と文化Ａ B210 H（発達コミュニティは）は履修不可
3U057 芸術と文化Ｂ K302 H（発達コミュニティは）は履修不可

3U063 アジア史Ａ B202

3U065 考古学Ａ C501

3U066 美術史Ａ K403

3U067 科学史Ａ C506

3U090 現代の経済Ｂ K402 Eは履修不可
3U096 資源・材料とエネルギー K202
3U097 日本史Ａ B110

L、MM

L、H
H(発達ｺﾐｭﾆﾃｨ・子ども教育)、E、B

S、A
E、MM、MH

T
B、MM、MH

担当教員

担当教員

担当教員

担当教員

米田　恵子

田中　真一

板倉　史明

小澤　卓也

松田　毅

中村　覚

田畑　智博

塚田　哲之

木下　昌彦

藤川　なつこ

石田　章

湯淺　英男

上野　成利

平野　智佳子

岩佐　卓也

島村　靖治

野中　哲士
藤本　龍

篠原　忠

濱田　麻矢

梶尾　文武
岡崎　香奈
池上　裕子
萩原　守

竹内　一博

宮下　規久朗

塚原　東吾

樹神　昌弘
秋田　直也
山本　昭宏



月曜5限 学部指定開講枠

時間割コード 科目名 教室 備考

3U098 企業社会論Ａ B210

履修登録方法：教員による抽選

履修希望者は9月27日までに以下
のアドレスに連絡をすること
鶴田（tsuruta[at]kobe-u.ac.jp）まで
以下の情報をメールで送付してくだ
さい。
•件名：2021企業社会論A受講希望
•文章中に、氏名・学部・学籍番号
•オンラインor 対面　いずれかを希望
する
本授業は、対面とオンラインを併用
します。
詳細情報は、国際教養教育院HPも
確認してください。

3U104 ＥＵ基礎論 B109

対面授業の場合：
履修登録方法：初回授業にて選抜

遠隔授業となった場合は
履修登録方法：教員による抽選

履修希望者は9月30日までに以下
のアドレスに連絡をすること
yoshii［at］kobe-u.ac.jp

・2015年度以前入学者は、総合科目
Ⅰにて履修
（時間割コード：3U902）

3U106 ＥＳＤ生涯学習論Ａ B110

履修登録方法：初回授業にて選抜
遠隔授業となった場合も、初回授業
にて選抜を行います。その際は、
BEEFに自己登録をしてアクセスし
て、URL等の内容を確認してくださ
い。

3U111 ひょうご神戸学 K202

履修登録方法：抽選登録
・2017年度以前入学者は、総合科目
Ⅰにて履修
（時間割コード：3U901）

火曜5限 学部指定開講枠

時間割コード 科目名 教室 備考

3U101 環境学入門Ａ B110
履修登録方法：抽選登録
10/12担当教員変更

3U110 神戸大学の研究最前線Ａ K202 履修登録方法：抽選登録

指定なし（全学部対象）

指定なし（全学部対象）

鶴田　宏樹

吉井　昌彦

担当教員

担当教員

山内　乾史

松岡　広路

松下　正和

神尾　英治



水曜5限 学部指定開講枠

時間割コード 科目名 教室 備考

3U105
ＥＳＤ論（持続可能な社
会づくり２）Ａ

K202

履修登録方法：初回授業にて選抜

＊遠隔授業となった場合も、初回授
業にて選抜を行います。その際は、
BEEFに自己登録をしてアクセスし
て、URL等の内容を確認してくださ
い

3U107 企業社会論Ｂ
B209

履修登録方法：教員による抽選

履修希望者は9月27日までに以下
のアドレスに連絡をすること

鶴田（tsuruta[at]kobe-u.ac.jp）まで
以下の情報をメールで送付してくだ
さい。

•件名：2021企業社会論B受講希望
•文章中に、氏名・学部・学籍番号

履修希望者が定員を超えた場合
は、「受講エントリーシート」（後日送
付）により選考する可能性がありま
す。

3U109
ボランティアと社会貢献
活動Ａ

K302
履修登録方法：抽選登録
・2015年度以前入学生は総合科目
Ⅰとして履修（時間割コード：3U903）

3U113 日本酒学入門 B110

履修登録方法：抽選登録

・2018年度以前入学生は総合科目
Ⅰとして履修（時間割コード：3U905）

木曜5限 学部指定開講枠

時間割コード 科目名 教室 備考

3U102
男女共同参画とジェン
ダーＡ

N302
履修登録方法：抽選登録
・2014年度以前入学生は総合科目
Ⅰとして履修（時間割コード：3U921）

3U108
職業と学び－キャリアデ
ザインを考えるＡ

K202 履修登録方法：抽選登録

3U112 地域社会形成基礎論 B110

履修登録方法：抽選登録

・2017年度以前入学生は総合科目
Ⅰとして履修（時間割コード：3U906）

3U114 データサイエンス入門Ｂ
B209
B210

履修登録方法：抽選登録
・2017年度以前入学生は履修不可

●所属学部・学科及び入学年度により，履修できない科目があります。

●５時限目に開講する科目は入学年度によっては「総合科目（その他必要と認める科目）」での

　履修となり、総合教養科目としては履修できません。

　（総合教養科目・教養原論の単位として修得することは出来ません。）　

MM以外

指定なし（全学部対象）

鶴田　宏樹

米谷　淳

松下　正和

齋藤　政彦

清野　未恵子

ALEXANDER Ronni

担当教員

担当教員

北村　雅季

青山　薫


	3Q

