
令和３年度　1Q2Q　全学共通授業科目（農学部生命機能科学科）　授業時間割表

時間割
コード

教員 教室
時間割
コード

教員 教室
時間割
コード

教員 教室
時間割
コード

教員 教室

１ 基礎無機化学１＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 基礎無機化学２＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 １ 【総合教養科目】 ※全学部対象

(応用生命化学コース) (応用生命化学コース) ＊詳細は【総合教養科目】時間割参照

(応用機能生物学コース) (応用機能生物学コース)

２ 【基礎教養科目】 ２ 【基礎教養科目】 【基礎教養科目】

＊詳細は【基礎教養科目】時間割参照 ＊詳細は【基礎教養科目】時間割参照 ＊詳細は【基礎教養科目】時間割参照

３ 【外国語第Ⅰ】 【外国語第Ⅰ】 ３ 生物学実験１ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 生物学実験２ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

Academic English Communication A1 Academic English Communication A2 （環境生物学コースのみ） （環境生物学コースのみ）

＊詳細は【外国語第Ⅰ】時間割参照 ＊詳細は【外国語第Ⅰ】時間割参照

４ 生物学概論Ｄ１ ＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 生物学概論Ｄ２ ＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 ４ 生物学実験１ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 生物学実験２ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

（環境生物学コースのみ） （環境生物学コースのみ）

５ 【総合教養科目】★ ※全学部対象 ５ 【総合教養科目】★ ※全学部対象 【総合教養科目】★ ※全学部対象

＊詳細は【総合教養科目】時間割参照 ＊詳細は【総合教養科目】時間割参照 ＊詳細は【総合教養科目】時間割参照

情報基礎 ※再履修

１ 【外国語第Ⅱ】 【外国語第Ⅱ】 １

ドイツ語初級A1 ドイツ語初級B1 ドイツ語初級A2 ドイツ語初級B2

フランス語初級A1 フランス語初級B1 フランス語初級A2 フランス語初級B2

中国語初級A1 中国語初級B1 中国語初級A2 中国語初級B2

ロシア語初級A1 ロシア語初級B1 ロシア語初級A2 ロシア語初級B2

＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照

２ ２

３ 情報基礎 ３ 化学実験１　 ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 化学実験2 ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

＊詳細は【情報科目】時間割参照 （応用生命化学コースのみ） （応用生命化学コースのみ）

４ 力学基礎１ ＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 力学基礎２ ＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 ４ 化学実験１　 ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 化学実験2 ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

（応用生命化学コースのみ） （応用生命化学コースのみ）

【外国語第Ⅱ】 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照 【外国語第Ⅱ】 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照

中国語中級Ｃ１ 中国語中級Ｃ2

５ 物理学入門 ＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 【総合教養科目】★ ※全学部対象 ５ 【総合教養科目】★ ※全学部対象

＊詳細は【総合教養科目】時間割参照 ＊詳細は【総合教養科目】時間割参照

【その他必要と認める科目】 【その他必要と認める科目】

＊詳細は【その他必要と認める科目】時間割参照 ＊詳細は【その他必要と認める科目】時間割参照

１ １ 【基礎教養科目】

＊詳細は【基礎教養科目】時間割参照

２ 【総合教養科目】 ２

＊詳細は【総合教養科目】時間割参照

３ ３ 物理学実験 ※セメスター開講＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

４ 【外国語第Ⅰ】 【外国語第Ⅰ】 ４ 物理学実験 ※セメスター開講＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

Academic English Literacy A1 Academic English Literacy A2

＊詳細は【外国語第Ⅰ】時間割参照 ＊詳細は【外国語第Ⅰ】時間割参照

５ 物理学入門 ＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照 【総合教養科目】★ ※全学部対象 ５ 【総合教養科目】★ ※全学部対象 【総合教養科目】★ ※全学部対象

＊詳細は【総合教養科目】時間割参照 ＊詳細は【総合教養科目】時間割参照 ＊詳細は【総合教養科目】時間割参照

【外国語第Ⅱ】 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照 【外国語第Ⅱ】 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照

ドイツ語中級Ｃ１ ドイツ語中級Ｃ2

フランス語中級Ｃ１ フランス語中級Ｃ2

ロシア語中級Ｃ１ ロシア語中級Ｃ２

１ １

２ 【外国語第Ⅱ】 【外国語第Ⅱ】 ２ 【外国語第Ⅱ】 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照 【外国語第Ⅱ】 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照

ドイツ語初級A1 ドイツ語初級B1 ドイツ語初級A2 ドイツ語初級B2 ドイツ語中級Ｃ１ ドイツ語中級Ｃ2

フランス語初級A1 フランス語初級B1 フランス語初級A2 フランス語初級B2 フランス語中級Ｃ１ フランス語中級Ｃ2

中国語初級A1 中国語初級B1 中国語初級A2 中国語初級B2 中国語中級Ｃ１ 中国語中級Ｃ2

ロシア語初級A1 ロシア語初級B1 ロシア語初級A2 ロシア語初級B2

＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照

３ ＊詳細は【健康・スポーツ科学】時間割参照 ３ 化学実験１ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照化学実験２ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

※セメスター開講 (環境生物学コースのみ） (環境生物学コースのみ）

生物学実験１ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照生物学実験２ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

（応用生命化学コースのみ） （応用生命化学コースのみ）

【外国語第Ⅱ】 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照 【外国語第Ⅱ】 ＊詳細は【外国語第Ⅱ 】時間割参照

ドイツ語中級Ｃ１ ドイツ語中級Ｃ2

フランス語中級Ｃ１ フランス語中級Ｃ2

中国語中級Ｃ１ 中国語中級Ｃ2

４ ４ 化学実験１ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照化学実験２ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

(環境生物学コースのみ） (環境生物学コースのみ）

生物学実験１ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照生物学実験２ ※３限～４限　＊詳細は【専門基礎科目】時間割参照

（応用生命化学コースのみ） （応用生命化学コースのみ）

５ 【その他必要と認める科目】 【総合教養科目】★ ※全学部対象 ５ 【その他必要と認める科目】 【総合教養科目】★ ※全学部対象

＊詳細は【その他必要と認める科目】時間割参照 ＊詳細は【総合教養科目】時間割参照 ＊詳細は【その他必要と認める科目】時間割参照 ＊詳細は【総合教養科目】時間割参照

前期　　集中講義 第２クォーター　集中講義（土曜日開講）（ガイダンス日程は別途掲示）

（ガイダンス・開講日程等は別途掲示） 【総合教養科目】 ※全学部対象

【総合教養科目】 ※全学部対象 社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）

海への誘い　

瀬戸内海学入門　 第２クォーター　集中講義（詳細は【その他必要と認める科目】時間割参照）

【総合科目】

総合科目Ⅰ（Creative School応用編（オープンスクールイノベーションコース）

注　　　　　　意　： １．履修登録にあたっては、所属学部の『学生便覧』及び各授業科目の『シラバス』を熟読し、履修計画をたてて下さい。

２．全学共通授業科目の履修方法は、国際教養教育院WEBサイト記載の「全学共通授業科目の履修について」を確認すること。

３．所定の期日までに履修登録できていない授業科目は、授業を受講していても単位を取得できません。

　　また、履修登録後、担当教員・時間割コードが違う同じ科目名の授業を受講しても単位を取得できません。

４．【総合教養科目】のうち、「※全学部対象」としている曜日時限は、抽選の結果、履修登録出来ない場合があります。

時間割表説明　： １．全学共通授業科目は、時間割コードの頭が「1U」（第1クォーター）又は「2U」（第2クォーター）です。

２．情報基礎の授業日程は、情報基盤センターホームページ（http://www.istc.kobe-u.ac.jp/johokiso）を参照してください。

３．５時限に開講される総合教養科目（★）は、科目により履修方法が異なります。詳細は、総合教養科目時間割を確認して下さい。

４．授業時間は以下のとおりです。 ※補講を５，６時眼に開講することがあります。

１　限 　８　：　５０ ～ １０　：　２０ １５　：　１０ ～ １６　：　４０

２　限 １０　：　４０ ～ １２　：　１０ １７　：　００ ～ １８　：　３０

３　限 １３　：　２０ ～ １４　：　５０ １８　：　５０ ～ ２０　：　２０

２年生

曜
日

時
限

第１クォーター 第２クォーター 第１クォーター 第２クォーター曜
日

時
限

１年生

月

火

木

健康・スポーツ科学実習基礎

水

６　限

木

月

火

水

４　限

５　限


