
２学期クォーター制
説明会

平成28年度導入

平成28年度から導入する2学期クォーター制についての説明会を以下の日程で行います。
全学生が対象となりますので参加してください。

・ ※医学部医学科・保健学科、法学研究科実務法律専攻、経営学研究科現代経営学専攻、
    医学研究科、保健学研究科は、適用の対象外です。２学期クォーター制による授業の開講は
    ありませんので、参加は必須ではありません。

・主な対象の学部・研究科を記載していますが、都合の良い日時に参加可能です。

・医学部医学科・保健学科、海事科学部の学生で、平成 28 年度以降に全学共通授業科目を再履修

    する可能性のある学生は、学部 1年生向け説明会の任意の日時に参加してください。

・12:30~13:10 に開催する説明会では軽食をとりながらの参加も可能です。

・やむをえず参加できない場合は、「うりぼーポータル」に情報を随時掲載しますので、確認して
    ください。

学務部教育推進課

078－803－7641

stdnt-kaikaku@office.kobe-u.ac.jp

うりぼーポータル

＜各説明会の留意事項＞
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全学生向け説明会

学部１年生向け説明会

10 月 2 日（金）
12:30～13:10

農学部 C101
工学部

工学研究科　システム情報学研究科

10 月 9 日（金）
12:30～13:10

海事科学部（学部 1年生も含む）

海事科学研究科

農学部 C101
10 月 9 日（金）
17:20～18:00

農学部　理学部

農学研究科　理学研究科

10 月 5 日（月） 経営学部

10 月 6 日（火） 理学部　工学部（機械工学科・情報知能工学科）

10 月 7 日（水） 文学部　農学部

10 月 8 日（木） 工学部（建築学科・市民工学科・電気電子工学科・応用化学科）

10 月 13 日（火） 発達科学部

10 月 14 日（水） 経済学部

国際文化学部　法学部10 月 15 日（木）

学部 1年生及び平成 28 年度以降に全学共通授業科目を履修する可能性のある学生

学部・研究科主催の説明会

主に学部 2年生以上及び大学院生

法学部　経済学部　経営学部

法学研究科　経済学研究科　経営学研究科　国際協力研究科

9 月 28 日（月）
11:00～11:40

出光佐三記念

六甲台講堂

9 月 28 日（月）
10:00～10:40

文学部　国際文化学部　発達科学部

人文学研究科　国際文化学研究科　人間発達環境学研究科

出光佐三記念

六甲台講堂

深江キャンパス

4 号館 4 3 0 1

12:30~13:10

鶴 甲 第 1

キャンパス

B 1 1 0

日　時 場　所 主な対象の学部・研究科

日　時 場　所 主な対象の学部・研究科

日時等の詳細については、掲示・「うりぼーポータル」等で確認してください。



平成 28年度から導入する「２学期クォーター制」についての説明会を以下の日程及び内容で行います。
全学生が対象となりますので，参加してください。なお，「２学期クォーター制」の情報については 9月中旬以
降「うりぼーポータル」で随時更新しお知らせしますので，必ず確認してください。

１．全学生向け説明会（主に，学部 2年生以上対象）

 説明内容 (1) ２学期クォーター制について
(2) ２学期クォーター制に伴う履修，単位修得，学籍異動，卒業及び修了について
(3) 全学共通授業科目の履修について

日 時 場 所 主な対象の学部・研究科

9月 28日（月）
10:00～10:40

出光佐三記念六甲

台講堂

文学部，国際文化学部，発達科学部

人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科

9月 28日（月）
11:00～11:40

出光佐三記念六甲

台講堂

法学部，経済学部，経営学部

法学研究科，経済学研究科，経営学研究科，国際協力研究科

10月 2日（金）
12:30～13:10

農学部 C101教室 工学部

工学研究科，システム情報学研究科

10月 9日（金）
12:30～13:10

深江キャンパス

4号館 4301 
海事科学部（学部 1年生も含む。）
海事科学研究科

10月 9日（金）
17:20～18:00

農学部 C101教室 理学部，農学部

理学研究科，農学研究科

・主な対象の学部・研究科を記載していますが，都合の良い日時に参加可能です。（事前申込み不要）

・医学部（医学科・保健学科），法学研究科実務法律専攻，経営学研究科現代経営学専攻，医学研究科，保健

学研究科ではクォーター制による授業の開講はありませんので参加は必須ではありません。

・12:30～13:10に開催する説明会では，軽食をとりながらの参加も可能です。
・後日，説明会の動画をうりぼーポータルで配信します。

２．学部 1年生向け説明会

対象：学部 1年生及び平成 28年度以降に全学共通授業科目を履修する可能性のある学生
説明内容 (1) ２学期クォーター制について

(2) ２学期クォーター制に伴う履修，単位修得，学籍異動，卒業について
(3) 全学共通授業科目の履修について

日 時 場 所 主な対象の学部

10月 5日（月）

12:30
～

13:10

鶴甲第 1 
キャンパス

B110教室

経営学部

10月 6日（火） 理学部，工学部（機械工学科・情報知能工学科）

10月 7日（水） 文学部，農学部

10月 8日（木） 工学部（建築学科・市民工学科・電気電子工学科・応用化学科）

10月 13日（火） 発達科学部

10月 14日（水） 経済学部

10月 15日（木） 国際文化学部，法学部

・主な対象の学部を記載していますが，都合の良い日時に参加可能です。（事前申込み不要）

・医学部（医学科・保健学科），海事科学部の学生で，平成 28年度以降に全学共通授業科目を再履修する可
能性のある学生は，上記の日程のうち都合が良い日時に参加してください。

・軽食をとりながらの参加も可能です。

・後日，説明会の動画をうりぼーポータルで配信します。

３．各学部・研究科主催の説明会

説明内容 右表の各学部・研究科の説明内容を参照ください。

：「１．全学生向け説明会（主に，学部 2年生以上対象）」の録画の上映も行います。

（平成 27年 7月 15日現在。更新情報は「うりぼーポータル」でご確認ください。）
学部・対象 説明会開催日時 場 所 説明内容

文学部 10月 2日(金) 17:00
～

18:00

文学部 B 棟
331教室

・２学期クォーター制について

・専門科目の履修方法について10月 5日(月)
10月 6日(火)

国際文化学部 学部 2,3年生 10月 20日(火) 
12:20～13:10

国際文化学部

F301教室
・２学期クォーター制について

発達科学部 学部1,2,3年生 1月 8日(金) 
12:15～13:15

発達科学部

B202教室
・２学期クォーター制について

・専門科目の履修方法について

法学部 開催予定

経済学部 開催予定

経営学部 開催予定

理学部 学部 2・3年生
学科毎に実施

11月頃 理学部 ・２学期クォーター制について

・専門科目の履修方法について

海事科学部 未定

医学部（医学科・保健学科），工学部，農学部では，開催しません。

研究科・対象 説明会開催日時 場 所 説明内容

人文学研究科 10月 2日(金) 17:00
～

18:00

文学部 B 棟
331教室

・２学期クォーター制について

・専門科目の履修方法について10月 5日(月)
10月 6日(火)

国際文化学研究

科

博士課程前

期 1年生
10月 20日(火) 
12:20～13:10 

国際文化学

部 F301教室
・２学期クォーター制について

人間発達環境学

研究科

博士課程前

期 1年生
1月 8日(金) 

12:15～13:15
発達科学部

B202教室
・２学期クォーター制について

・専門科目の履修方法について

経済学研究科 未定

経営学研究科 未定

海事科学研究科 未定

法学研究科，理学研究科，医学研究科，保健学研究科，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，国

際協力研究科では，開催しません。

※留学生センターでは別途実施します。

問合せ先：学務部教育推進課共通教育グループ stdnt-kaikaku@office.kobe-u.ac.jp 
各学部・研究科主催の説明会については各学部・研究科教務担当係へ

(1),(2)を中心に説明します

(1),(3)を中心に説明します

うりぼーポータル 

「２学期クォーター制」

のページ

説明会に参加できない場合も，9月中旬 

以降「うりぼーポータル」に情報を随時 

掲載しますので，必ず確認してください。

平成 28 年度導入

２学期クォーター制 説明会


