
※現時点で判明している科目のキャンパス・教室を記載しています。

※農学部「高度教養セミナー農学部 生産環境工学入門」、「高度教養セミナー農学部応用植物学入門」及び「高度教養セミナー農学部応用機能生物学入門」の開講日程等については、初回ガイダンスで確認してください。

※履修年次，履修できない学部・学科，履修条件，履修登録方法等については開講科目一覧表で確認してください。

キャンパス 教室 キャンパス 教室 キャンパス 教室

月 1 農学部 高度教養セミナー農学部 応用植物学入門 応用植物学コース教員 文学部 人文学演習Ｂ 喜多 六２ B233 経済学部 ゲーム理論 芦谷　政浩 六1 Ⅰ102

2 経済学部 エッセンシャルマクロ経済学 三宅　敦史 六1 Ⅰ501

教養教育院 国際協力アクティブ・ラーニングB 岡田　陽平 鶴1
国際協力研究科

（第5学舎）6階シュ
ミレーションルーム

3 文学部 人文学講義Ｂ(b) 佐々木 六２ B233 経済学部 高度教養セミナー経済学部（研究指導A） 小林　照義 六1 Ⅶ302

4 文学部 人文学演習Ａ 梶尾 六２ B233 経営学部 高度教養セミナー経営学部（ソーシャルビジネスプランニング） 内田 浩史 六2 V.School

農学部 高度教養セミナー農学部　応用機能生物学入門 応用機能生物学コース教員

5 工学部 教養としての市民工学 市民工学科教員
世話役：齋藤雅彦 　六2 LR201 法学部 エッセンシャル商法（高度教養科目） 古川 　朋雄 六1 Ⅱ263

工学部 機械工学と人間社会 全教員 　六2 LR301

工学部 物質化学概論 応用化学科教員 　六2 LR302

火 1 文学部 人文学講義Ｂ(a) 原口 遠隔 経済学部 ファイナンス 岩壷　健太郎 六1 Ⅰ232

医学部保健学科 リハビリテーション工学・福祉用具学 野田 名谷 F306

2 文学部 人文学講義Ａ(a) 山本 遠隔 文学部 人文学講義Ａ(b) 山本 遠隔 経済学部 ESD演習Ⅰ（環境経済学Ⅰ） 小島　理沙 六1 Ⅵ502

経営学部 高度教養セミナー経営学部（実践的ビジネスプランニング（デロイトトーマツコンサルティング合同会社）） デロイトトーマツコンサルティング合同会社 六1 Ⅰ212 経営学部 高度教養セミナー経営学部（企業分析の教育実践） 高田 知実 六1 Ⅰ210

経営学部 証券市場(高度教養科目) 畠田　敬 六1 Ⅰ232

3 経営学部 ビジネスアイデアクリエーション（高度教養科目） 坂井　貴行 六1 Ⅰ212 法学部 高度教養セミナー法学部A（外国書講読（独書）） 八田　卓也 六1 フ404

経営学部 企業政府関係(高度教養科目) 中村　絵理 六1 Ⅰ206

4 教養教育院 多言語セミナー１（韓国語） 任　哉玩　 鶴1 D309 教養教育院 多言語セミナー2（韓国語） 任　哉玩　 鶴1 D309 経済学部 近現代西洋経済史 重富　公生 六1 Ⅱ263

5 教養教育院 多言語セミナー１（イタリア語） 菅野　類　 鶴1 D310 教養教育院 多言語セミナー２（イタリア語） 菅野　類 鶴1 D310

工学部建築学科 高度教養セミナー工学部（建築学） 建築学科教員 六2 LR501

海洋政策科学部 環境法概論 岡田 順子 深江 2304

水 1 理学部 Introduction to Mathematics 高岡 秀夫 六2 理学部Z102

工学部市民工学科 高度教養セミナー工学部（市民工学先端研究） 市民工学科教員 世話役：竹山智英 六2 LR501

2 理学部 脳科学 森田 光洋 六2 理学部Z103 理学部 Introduction to Biology 近藤 侑貴 他 六2 理学部Z302

教養教育院 外国語セミナーＡ（英語） 深町 悟 鶴1 D310 教養教育院 外国語セミナーＢ（英語） 深町 悟 鶴1 D310

3 経営学部 金融機関のウェルスマネジメント戦略とファミリービジネス（MUFGウェルスマネジメント寄附講義） MUFGウェルスマネジメント 六1 六甲台講堂 法学部 法経総合概論(高度教養科目) 角松生史　高橋裕 六1 Ⅰ332

経済学部 法経総合概論  水野 倫理 六1 Ⅰ332

医学部保健学科 災害保健 和泉 名谷 D201

4 法学部 法経総合概論(高度教養科目) 高橋裕 六1 Ⅰ332

経済学部 法経総合概論  水野 倫理 六1 Ⅰ332

5 教養教育院 外国語セミナーＣ（ドイツ語） 芹澤 円 鶴1 D504 教養教育院 外国語セミナーＤ（ドイツ語） 芹澤 円 鶴1 D504 法学部 エッセンシャル民法（高度教養科目） 廣峰　正子 六1 Ⅱ263

教養教育院 外国語セミナーＣ（中国語） 高橋 康徳 鶴1 D406 教養教育院 外国語セミナーＤ（中国語） 高橋 康徳 鶴1 D406

教養教育院 外国語セミナーＣ（ロシア語） 中野　悠希 鶴1 D511 教養教育院 外国語セミナーＤ（ロシア語） 中野 悠希 鶴1 D511

教養教育院 多言語セミナー１（スペイン語） 平田 和重 鶴1 D309 教養教育院 多言語セミナー２（スペイン語） 平田 和重 鶴1 D309

教養教育院 多言語セミナー１（ラテン語） 中村 満耶 鶴1 D310 教養教育院 多言語セミナー２（ラテン語） 中村 満耶 鶴1 D310

海洋政策科学部 現代海事産業概論-1 赤倉 康寛 深江 2303 2304 海洋政策科学部 現代海事産業概論-2 赤倉 康寛 深江 2303 2304

工学部建築学科 高度教養セミナー工学部（建築学先端研究） 建築学科教員 六2 C1-301

木 1 理学部 Introduction to Planetology 林 祥介 六2 理学部Z102 理学部 Introduction to Physics 久保木一浩 山崎祐司 六2 理学部Z102 経済学部 財政学 北野　義幸 六1 Ⅰ232

理学部 Introduction to Chemistry 高橋 一志 他 六2 理学部Y103 経営学部 税務会計（高度教養科目） 鈴木 一水 六1 Ⅰ206

2 教養教育院 外国語セミナーＣ（フランス語） Vieu Johanna 鶴1 M201 教養教育院 外国語セミナーＤ（フランス語） Vieu Johanna 鶴1 M201 経営学部 エッセンシャル会計学（高度教養科目） 安井 一浩 六1 Ⅰ306

経営学部 国際会計（高度教養科目） 與三野 禎倫 六1 Ⅰ206

3 教養教育院 グローバルラーニングスキルズ 永井 敦 鶴1 D312 経済学部 高度教養セミナー経済学部（研究指導A） 綿貫　友子 六1 Ⅰ319

経済学部 高度教養セミナー経済学部（研究指導A） 中西　訓嗣 六1 Ⅵ403

経営学部 組織と情報(高度教養科目) 定兼　仁 六1 Ⅰ206

経営学部 Globalization and International Trade(高度教養科目) 馬　岩  六1 Ⅰ306

4 農学部 Global Topics in Animal Science 応用動物学コース教員 C101 工学部機械工学科 高度教養セミナー工学部（機械工学先端研究） 機械工学科教員

教養教育院 複言語共修セミナー（タンデム） 村山 かなえ 鶴1 D414 教養教育院 複言語共修セミナー（外国語としての日本語） 村山 かなえ 鶴1 D414

5 海洋政策科学部 海洋法政策概論-１ 本田 悠介 深江 2303 2304 海洋政策科学部 海洋法政策概論-２ 本田 悠介 深江 2303 2304 法学部 Japanese Legal SystemⅡ(高度教養科目) 角松　生史 六1 Ⅱ120

教養教育院 外国語セミナーＣ（中国語） 李 昊 鶴1 D310 教養教育院 外国語セミナーＤ（中国語） 李 昊 鶴1 D310

金 1 医学部保健学科 緩和ケア論 福田 名谷 B201

2 農学部 生物科学英語リスニング演習 応用機能生物学コース教員 遠隔 法学部 国際法Ⅰ（高度教養科目） 杉木　志保 六1 Ⅰ306

3 経済学部 Aspects of EU Economies(Lecture)A 花田　エバ 六1 VI503 経済学部 Aspects of EU Economies(Lecture)B 花田　エバ 六1 VI503 法学部 英米法A（高度教養科目） 板持　研吾 六1 Ⅰ206

経済学部 Intermediate Microeconomics WOLF David 六1 Ⅰ232

経営学部 原価計算（高度教養科目） 梶原 武久 六1 Ⅰ102

4 法学部 知的財産法（高度教養科目） 髙野　慧太 六1 Ⅰ206

法学部 国際関係史（高度教養科目） 松村　尚子 六1 Ⅰ306

5 国際人間科学部 Aspects of EU Culture and Society (Lecture) A フィリップ・ヒューズ 鶴１ F401 国際人間科学部 Aspects of EU Culture and Society (Lecture) B フィリップ・ヒューズ 鶴１ F401

農学部 高度教養セミナー農学部 生産環境工学入門 生産環境工学コース教員

教室
開講学部等 科 目 名 教 員

教室
開講学部等 科 目 名 教 員

教室
開講学部等 科 目 名 教 員

令和5年度（2023年度）　第1Q・第2Q・ 前期 　高度教養科目時間割表
(2023年3月23日現在)

■キャンパスの略記■　六1：六甲台第1キャンパス　，　六2：六甲台第2キャンパス　，　鶴1：鶴甲第1キャンパス　，　鶴2：鶴甲第2キャンパス　，　深江：深江キャンパス　，　楠：楠キャンパス　，　名谷：名谷キャンパス

第1クォ－ター 第2クォ－ター 前期

※工学部「高度教養セミナー工学部（応用化学先端研究）」の詳細については、シラバスを確認してください。



※現時点で判明している科目のキャンパス・教室を記載しています。

※履修年次，履修できない学部・学科，履修条件，履修登録方法等については開講科目一覧表で確認してください。

※開講時期については開講科目一覧表で確認してください。

キャンパス 教室

Global Development Capstone 白鳥 日程：6月26日(月)～7月27日(木)火曜３・４限／木曜３・４限

English Summer Lectures in Humanities A 山本 日程：8月初旬に実施

グローバル・アクティブ・ラーニング B 林 日程：6月2日(金)～6月4日(日)　※事前説明会・事後報告会日程未定

オックスフォード夏季プログラム 山本 日程：8～9月（現地２週間）※事前指導2回(5月、8月）成果発表会(9月下旬）（合計3週間）

法哲学A（高度教養科目） 安藤　馨 未定 未定 日程：8/8（火）～8/10（木）1～5限

ESD演習Ⅱ（環境経済学Ⅱ） 小島　理沙 六1 Ⅵ502 日程：8/22（火）～8/24（木）

高度教養ｾﾐﾅｰ理学部 吉岡　康太 日程：3/14(火)3時限の説明会で説明する　※実施する説明会に出席すること

英語アドバンスド・コース（１） Vijay Kharbas

英語アドバンスド・コース（3） Vijay Kharbas

国際感染症論 亀岡 名谷 F306 日程：5～6月

学際工学英語特別講義Ⅰ

Eglė Navickienė准教授、Skirmantė
Mozūriūnaitė准教授（ヴィリニュス・ゲ

ディミナス工科大学（リトアニア））
建築学専攻、鈴木広隆、栗山尚子

未定 未定 ※開講未定の為、決定次第履修登録方法とその期間についても周知する

学際工学英語特別講義Ⅵ
Stefano Markidis准教授

（スウェーデン王立工科大）
世話役：臼井英之教授

未定 未定 ※開講未定の為、決定次第履修登録方法とその期間についても周知する

Introduction to Global Development
「グローバル開発入門」（工学部生：専門科目（選択科目））
（他学部生：高度教養科目）

ジョージア工科大学教員
Brian Woodall教授 他

六2 C3-101 日程：6/12(月)～6/21(水)　月曜日3～4時限／水曜日3～4時限

Smart & Sustainable Megaregion
「持続的都市・生産・消費」（工学部生：専門科目（選択科目））
（他学部生：高度教養科目）

ジョージア工科大学教員
Brian Woodall教授 他

六2 C3-101 日程：6/13(火)～6/22(木)　火曜日3～4時限／木曜日3～4時限

日本総研×神戸大学
オープンイノベーションワークショップ
「金融ビジネスと情報システム工学」

首藤信通
小澤誠一

他
未定 未定 日程：※8月下旬～9月予定

高度教養セミナー工学部（電気電子工学先端研究） 電気電子工学科教員 未定 未定 日程：シラバス参照

高度教養セミナー工学部（情報知能工学先端研究） 全教員 未定 未定 日程：シラバス参照

ESD総合演習 松岡　広路 未定 未定 日程：9/11（月）～14（木）9時～17時

海外インターンシップ実習A 各コース 担当教員 未定 未定 日程：コース毎に異なる 

工学部情報知能工学科

教養教育院

教養教育院

工学部

工学部

工学部電気電子工学科

工学部

医学部

医学部

医学部保健学科

工学部建築学科

工学部情報知能工学科

理学部

開講学部等 科　目　名 教　員
教室

文学部

文学部

文学部

法学部

経済学部

備考

文学部

令和5年度（2023年度） 前期 集中講義 高度教養科目時間割表
(2023年3月23日現在)

■キャンパスの略記■　六1：六甲台第1キャンパス　，　六2：六甲台第2キャンパス　，　鶴1：鶴甲第1キャンパス　，　鶴2：鶴甲第2キャンパス　，　深江：深江キャンパス　，　楠：楠キャンパス　，　名谷：名谷キャンパス

※工学部「高度教養セミナー工学部（電気電子工学先端研究）」「高度教養セミナー工学部（情報知能工学先端研究）」の詳細については、シラバスを確認してください。


