
 ２０１２年度～２０２２年度入学者用

令和５年４月～令和５年９月 神戸大学経営学部

申請コード 担当教員 教室 授業科目 申請コード 担当教員 教室 申請コード 担当教員 教室 申請コード 担当教員 教室 申請コード 担当教員 教室

【総合教養科目】 【総合教養科目】 Market Place 1B250 西村 Ⅰ306 情報基礎 ※再履修 1U861 伴 K501

文学Ａ 1U048 山本 社会思想史 1U072 教員未定

文学Ｂ 1U049 昆野 文化人類学 1U073 土井

言語科学Ａ 1U052 南 政治と社会 1U087 井口

芸術と文化Ａ 1U053 勅使河原 現代の経済Ｂ 1U094 石川

芸術と文化Ｂ 1U056 鈴木 資源・材料とエネルギーＡ 1U099 山内

日本史Ａ 1U059 長 神戸大学史Ａ 1U101 菊地

西洋史Ａ 1U065 平野

芸術史Ａ 1U069 谷

科学史Ａ 1U071 塚原

Business Case Competition 2B250 西村 Ⅰ306 【総合教養科目】

ひょうご神戸学 2U104 松下 K202

ＥＳＤボランティア論 2U099 清野 K601

データサイエンス入門 2U108 首藤 B209、B210

【その他必要と認める科目】

研究指導（3年・隔週） 1B035 堀口 三木2 1B212 三古 六甲台講堂

1B013 服部 Ⅰ215 1B250 宮原 Ⅰ206

研究指導（3年・隔週） 1B058 結城 Ⅰ209

研究指導（4年・隔週） ― 與三野 Ⅲ306

研究指導（4年・隔週） ― 堀口 三木2 1B161 鈴木（一） Ⅰ210

研究指導（4年・隔週） ― 山崎 三木1

研究指導（4年） ― 丸山 Ⅲ210

研究指導（4年・隔週） ― 内田 三木3

研究指導（4年） ― 畠田 Ⅰ315

研究指導（4年） ― 宮尾 Ⅲ207

研究指導（4年・隔週） ― 結城 Ⅰ209

【総合教養科目】 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1U458 上野 B208 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1U459 増本 C202 【総合教養科目】

文学Ｂ 1U050 米田 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1U533 石田 M202 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1U534 石田 M202 科学技術と倫理 1U080 丸山 K202

芸術と文化Ａ 1U054 板倉 中国語中級Ｃ１ 1U628 高橋 D406

日本史Ａ 1U060 長 微分積分３【再履修】 1U786 大川 C201

東洋史Ａ 1U062 緒形

アジア史Ａ 1U063 橘

西洋史Ｂ 1U067 藤澤

考古学Ａ 1U068 伊藤

芸術史Ｂ 1U070 大田 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1U457 安田 D505

科学技術と倫理 1U079 丸山 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1U532 廣田 D615

第三外国語（ドイツ語）Ｔ２ 2U457 安田 D505 2B374 第三外国語（ドイツ語）Ｔ２ 2U459 増本 C202 【総合教養科目】

文学Ｂ 2U045 米田 第三外国語（フランス語）Ｔ２ 2U532 廣田 D615 第三外国語（フランス語）Ｔ２ 2U534 石田 M202 科学技術と倫理 2U075 丸山 K202

芸術と文化Ａ 2U049 板倉 中国語中級Ｃ２ 2U628 高橋 D406

日本史Ｂ 2U055 長 【その他必要と認める科目】

東洋史Ａ 2U057 緒形 第三外国語（ドイツ語）Ｔ２ 2U458 上野 B208

アジア史Ｂ 2U058 橘 第三外国語（フランス語）Ｔ２ 2U533 石田 M202

西洋史Ｂ 2U062 藤澤

考古学Ｂ 2U063 伊藤

芸術史Ｂ 2U065 大田 微分積分４【再履修】 2U786 大川 C201

科学技術と倫理 2U074 丸山

政治と社会 2U083 井上

★経営数学 1B204 1B201 鈴木(竜) Ⅰ102 1B036 三矢 Ⅲ210

1B392 1B304 1B057 山﨑 Ⅰ319

★証券市場 1B317 1B804 1B038 音川 Ⅰ209

1B817 研究指導（3年・隔週) 1B011 鈴木(竜) Ⅰ323

★企業分析の教育実践 1B377 健康・スポーツ科学実習基礎 1U686 高田 研究指導（3年・隔週) 1B034 髙田 三木1

健康・スポーツ科学実習基礎 1U687 佐藤 研究指導（3年・隔週) 1B012 中村 三木2

健康・スポーツ科学実習基礎 1U688 石原 研究指導（3年・隔週） 1B054 馬 Ⅰ313

健康・スポーツ科学実習基礎 1U689 益冨 研究指導（3年） 1B017 宮原 Ⅰ311

健康・スポーツ科学実習基礎 1U690 小坂 研究指導（3年) 1B053 畠田 Ⅰ315

研究指導（3年) 1B051 忽那 Ⅰ215

研究指導（3年・隔週） 1B055 松井 Ⅰ217

研究指導（3年) 1B015 丸山 Ⅰ211

研究指導（3年） 1B018 森 情報処理演習室

研究指導（3年) 1B059 吉田 Ⅰ310

研究指導（3年) 1B032 佐久間 Ⅲ207

研究指導（3年) 1B033 清水 Ⅰ312

研究指導（3年) 1B052 三古 Ⅰ324

研究指導（4年) ― 服部 Ⅲ203

研究指導（4年） ― 梶原 三木3

研究指導（4年・隔週) ― 髙田 三木1

研究指導（4年・隔週) ― 中村 三木2

研究指導（4年・隔週） ― 馬 Ⅰ313

研究指導（4年） ― 宮原 Ⅰ311

研究指導（4年・隔週） ― 松井 Ⅰ217

研究指導（4年） ― 森 情報処理演習室

研究指導（4年) ― 吉田 Ⅰ310

研究指導（4年) ― 忽那 Ⅰ215

研究指導（4年） ― 森村 Ⅲ306

研究指導（4年・隔週) ― 北川 Ⅰ224

1B230 戸梶 Ⅰ306 ― 戸梶 Ⅰ306 フランス語中級Ｃ１ 1U521 廣田 D615

― 西村 Ⅵ504 ロシア語中級Ｃ１ 1U660 クドヤーロワ D412

【総合教養科目】 【総合教養科目】

文化人類学 1U074 土井 現代物理学が描く世界 1U081 櫻井

現代社会論Ａ 1U075 德宮 身近な物理法則 1U082 太田

国家と法 1U092 中田 カタチの自然学A 1U083 鈴木

現代の経済Ｂ 1U095 川畑 ものづくりと科学技術Ａ 1U084 山邊

1U086 小川 政治と社会 1U089 井上

生物の環境適応 1U097 杉浦

資源・材料とエネルギーＡ 1U100 荻野

2B230 戸梶 Ⅰ306 ― 戸梶 Ⅰ306 【総合教養科目】

企業社会論Ａ 2U100 鶴田 B210

― 西村 Ⅵ504

フランス語中級Ｃ２ 2U521 廣田 D615

ロシア語中級Ｃ２ 2U660 クドヤーロワ D412

★外国文献講義(砂口) 1B260 砂口 Ⅰ206 ★外国文献講義(水田) 1B261 水田 Ⅰ102

2U905 黒田

グローバル
教育セン
ター3階

コンピュー
ター室

2U901 鶴田 K601

総合科目Ⅰ
（CreativeSchool基礎編（課
題解決の考え方の考え
方））

※1回目（4/12）はⅠ212教室でクラス分けをします。
4/12は2・3限とも出席すること。

国際協力の現状と課題Ｂ

★外国書講読(戸梶Ⅰ)★外国書講読(戸梶Ⅰ)

★外国書講読(戸梶Ⅱ) ★外国書講読(戸梶Ⅱ)

1B172 Fielden Ⅵ402

Fielden Ⅵ402

三菱
UFJ銀
行ウェ
ルスマ
ネジメン

ト

★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）

★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）（高度教養
科目）

2B370

2B870

六甲台
講堂

S

★経営管理 研究指導（3年・隔週)

★証券市場（高度教養科目）
Ⅰ232

中村 Ⅰ206

2Q

【総合教養科目】

★経営数学入門(15年度以前)

★高度教養セミナー経営学
部（企業分析の教育実践）

1B877

研究指導（3年）★企業政府関係

髙田

★企業政府関係（高度教養科目） 研究指導（3年・隔週)

2B874

★ビジネスアイデアクリエーション

坂井 Ⅰ212

1B170 Bennett Ⅰ210★経営科学の基礎
Academic Reading and
Writing for Business I  （2年
生対象）

★ソーシャルビジネスプラン
ニング

1B376

経営の理論と実践B

★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）

1B876

内田 V.school

2Q

令　 和　 ５　 年　 度　 前　 期　 　　授 　業 　時 　間 　割 　表　（　２　年　生　以　上　）

１時限（８：５０～１０：２０） ２時限（１０：４０～１２：１０） ３時限（１３：２０～１４：５０） ４時限（１５：１０～１６：４０） ５時限（１７：００～１８：３０）

授業科目 授業科目 授業科目 授業科目

総合科目Ⅰ（多文化共生
のための日本語コミュニ
ケーション）

Market Place

月

1Q

S

★交通論

研究指導（3年）

Business Case Competition

Ⅰ210

火

1Q

1B366 デロイト
トーマツ
コンサ

ルティン
グ合同
会社

★大企業の新規ビジネスプ
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
寄附講義）

水

1Q

2Q

Business Communication I
（2年生対象）

1B171

S

宮原 Ⅰ206

畠田

★高度教養セミナー経営学
部（大企業の新規ビジネス
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
社寄附講義））

Ⅰ212

1B866

K601

K601
ＥＳＤ基礎（持続可能な社
会づくり１）

ＥＳＤ基礎（持続可能な社
会づくり１）Ａ

2U098

2G098 松岡

松岡

★ビジネスアイデアクリエー
ション（高度教養科目）

Business Communication I
（2年生対象）

※1回目（4/12）はⅠ212教室でクラス分けをします。
4/12は2・3限とも出席すること。

★外国書講読(taught in
English)（TristanⅠ）

2B231 トリスタン Ⅰ212
★外国書講読(taught in
English)（TristanⅠ）

― トリスタン Ⅰ212

裏 面 へ



 ２０１２年度～２０２２年度入学者用

令和５年４月～令和５年９月 神戸大学経営学部

申請コード 担当教員 教室 授業科目 申請コード 担当教員 教室 申請コード 担当教員 教室 申請コード 担当教員 教室 申請コード 担当教員 教室

令　 和　 ５　 年　 度　 前　 期　 　　授 　業 　時 　間 　割 　表　（　２　年　生　以　上　）

１時限（８：５０～１０：２０） ２時限（１０：４０～１２：１０） ３時限（１３：２０～１４：５０） ４時限（１５：１０～１６：４０） ５時限（１７：００～１８：３０）

授業科目 授業科目 授業科目 授業科目

第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1U460 新川 C202 【基礎教養科目】 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1U462 石田 D405 第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 1U463 石田 D405

第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1U535 岩本 M202 教育学Ｂ 1U010 近田 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1U537 廣田 D615 第三外国語（フランス語）Ｔ１ 1U538 中畑 C206

法学Ａ 1U013 岡田

生物学Ｂ 1U031 青沼 ドイツ語中級Ｃ１ 1U453 安田 D505 【その他必要と認める科目】

数学Ｂ 1U035 福山 フランス語中級Ｃ１ 1U524 鹿野 M201 1U903 吉田 K601

惑星学Ｄ 1U043 清杉 中国語中級Ｃ１ 1U629 高橋 D406 1U902 永井 K401

ドイツ語中級C１ 1U452 安田 D505 線形代数入門１【再履修】 1U783 田中 C201

フランス語中級Ｃ１ 1U522 岩本 M202 線形代数３【再履修】 1U784 大川 C301

第三外国語（ドイツ語）Ｔ２ 2U460 新川 C202 【総合教養科目】 第三外国語（ドイツ語）Ｔ２ 2U462 石田 D405 第三外国語（ドイツ語）Ｔ２ 2U463 石田 D405 【総合教養科目】

第三外国語（フランス語）Ｔ２ 2U535 岩本 M202 教育と人間形成 2U042 近田 第三外国語（フランス語）Ｔ２ 2U537 廣田 D615 第三外国語（フランス語）Ｔ２ 2U538 中畑 C206 地域社会形成基礎論 2U105 松下 B110

文学Ｂ 2U046 劉

芸術と文化Ａ 2U050 余田 ドイツ語中級Ｃ２ 2U453 安田 D505 線形代数入門２【再履修】 2U783 田中 C201

芸術と文化Ｂ 2U053 池上 フランス語中級Ｃ２ 2U524 鹿野 M201 線形代数４【再履修】 2U784 大川 C301

日本史Ｂ 2U056 吉川 中国語中級Ｃ２ 2U629 高橋 D406

アジア史Ｂ 2U059 団 【その他必要と認める科目】

西洋史Ａ 2U061 髙田

社会生活と法 2U085 櫻井

ドイツ語中級C２ 2U452 安田 D505

フランス語中級Ｃ２ 2U522 岩本 M202

★税務会計 1B309 ★国際会計 1B308 1B206  森 Ⅰ206

1B809 1B808 1B030 梶原 三木2

1B393 研究指導（3年） 1B056 森村 Ⅰ315

研究指導（3年・隔週)→後期毎週 1B031 北川 Ⅰ215

研究指導（3年・隔週) 1B060 藤原 Ⅰ313

★組織と情報 1B306 研究指導（4年） ― 安部 Ⅲ207

1B806 研究指導（4年・隔週) ― 後藤 Ⅰ211

1B162 角田 Ⅰ210 研究指導（4年・隔週） ―  松嶋 Ⅲ203

1B186 研究指導（4年・隔週） ― 鈴木(竜) 三木3

― 三古 三木1

1B102 1B101 1B310 研究指導（3年) 1B019 原 三木2

1B112 1B111 ★原価計算システム（13年度以前） 1B394 研究指導（3年) 1B016 宮尾 Ⅰ315

★経営戦略 1B202 塩谷 Ⅰ206 ★原価計算（高度教養科目） 1B810 研究指導（4年) ― 清水 Ⅲ207

1B164 丸山 Ⅵ501 研究指導（4年・隔週) ― 三矢 Ⅲ210

授　業　科　目 申請コード 担当教員 　　注意事項
Advanced English Online 1 1U336 保田 　　１．１Ｑは第１クォーター開講科目，２Ｑは第２クォーター開講科目，Sはセメスター開講科目を表します。

　　２．英語アドバンストについての詳細は，教養教育院HPにて確認してください。
Advanced English Online 2 2U336 保田 　　３．基礎教養科目・総合教養科目の教室は，抽選結果発表時に決定予定です。教養教育院ＨＰで最新を確認してください。

　　４．健康・スポーツ科学実習基礎については，履修に関する注意事項等を教養教育院HP（在学生の方へページ）で確認してください。

　　５．◎印の授業科目は経営学部専門科目の必修科目を示します。

　　６．授業科目名（申請コード）は入学年度によって異なる場合があるので，各自，当該年度の授業科目に対応する申請コードをよく確認の上，履修登録を行ってください。

授　業　科　目 担当教員 　　７．全学共通授業科目（申請コードの上２桁が「U」又は「G」の授業科目）は，鶴甲第１キャンパスで授業を行います。（対面授業の場合）

火 ★簿記 清水 　　　経営学部専門科目（申請コードの上２桁が「B」の授業科目）は，六甲台キャンパスで授業を行います。（対面授業の場合，ただし，一部の授業科目を除く。）

　　　（Ⅰ○○○は六甲台本館〈第１学舎〉，Ⅲ○○○は第３学舎，Ⅳ○○○は第４学舎，Ⅴ○○○は第５学舎，Ⅵ○○○はアカデミア館，Ⅶ○○○はフロンティア館，三木○は三木記念館演習室を示す。）

　　８．他学部授業科目を履修する場合は，当該学部の授業時間割表及びシラバス等で，経営学部生が履修可能な専門科目で，かつ当該学部の卒業要件に含まれるかを確認してください。

　　　（経営学部生が履修できない科目，事前登録が必要な科目，教職等の資格免許に関する科目，他学部共通専門基礎科目に注意してください。）

授　業　科　目 申請コード 担当教員 　　９．Web履修登録期間：４月３日（月）１０：００ ～ ２１日（金）１７：００　最終日は，混雑が予想されますので，早めにWeb登録してください。

【総合教養科目】 　　 ※履修登録後、登録内容と出席している授業が合っているか必ず確認すること

海への誘い　 2U106 廣野 　　１０．Web履修取消期間 ： 前期・１Ｑ　４月２４日（月）０：００～４月３０日（日）２３：５９
瀬戸内海学入門　 2U107 上井 ２Ｑ　　　　　６月２３日（金）０：００～６月２９日（木）２３：５９

授　業　科　目 申請コード 担当教員 教室 　　履修許可

【総合教養科目】 　　事前に履修許可を受ける必要のある経営学部専門科目は，以下の通りです。履修許可の手続きについては，経営学部ホームページ等で確認してください。
　　・KIBER Program 関連科目 （Business CommunicationⅠ，Academic Reading and Writing for BusinessⅠ） 

　　・経営学特別学修プログラム授業科目（経営の理論と実践B，経営の理論と実践C）

　　・市場システム特殊講義（アセット・プライシング） 

２Ｑ　集中講義 　　・Portfolio Management (theory and Practice)
授　業　科　目 申請コード 担当教員

【総合科目】 　　事前登録

　　★印の授業科目は事前登録制による履修制限を行います。事前登録の手続きについては，経営学部ホームページで確認してください。

　　他学部生へ　　　　

　　１．経営学部専門科目を履修できるのは一部科目を除き2群科目は3年次生以上、3群科目は4年次生以上です。

　　２．外国書講読（「taught in English」を含む），外国文献講義，研究指導，実践簿記１，実践簿記２，実践簿記３，KIBER Program 関連科目，経営学特別学修プログラム関連科目，経営データ科学特別学修プログラム科目，

　　　市場システム特殊講義（アセット・プライシング），Portfolio Management (theory and Practice)については，他学部生は履修できません。

　　３．経営学基礎論，会計学基礎論は，法学部及び経済学部の特に許可を受けた者以外は履修できません。手続きは所属学部のHP等で確認してください。

　　４．経営学部の科目は履修制限を行うことになりました。三次受付から抽選登録を行いますので，経営学部ホームページで確認してください。

　　法科大学院進学プログラム（法曹コース）生へ　　　　

　　エッセンシャル科目を２年次前期から履修出来ます。2年生の希望者はWeb履修登録期間に経営学部教務グループまでご連絡ください。3年生以上は抽選登録に応募し、外れた場合はWeb履修登録期間に経営学部教務グループまでご連絡ください。

☆全学共通授業科目の履修方法等詳細については、教養教育院の掲示板（鶴甲第１キャンパスK棟事務室前）
およびWebサイト*（教養教育院作成の時間割を含む）を確認すること。
（教養教育院HPトップページ）http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/zengaku.htm 

☆3月14日時点での時間割です。最新情報はHP・掲示板を確認してください。

総合科目Ⅰ（海外留学の
すすめA）

2U906 松本 D309

研究指導（4年）

申請コード

1B207

前期 6限（オンデマンド授業）

Portfolio
Management(theory and
Practice)(上級科目)

1B270

Portfolio
Management(theory and
Practice) (15年度以前)

1B262

1B886

★会計学特殊講義（ビジネ
スデータ分析）

Ⅰ102

2U902 鶴田

２Ｑ　集中講義（土曜日開講）

総合科目Ⅰ
（CreativeSchool応用編
（オープンイノベーション
コース））

（教養教育院「履修について」ページ）http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/jimu/kyomu/risyu/index.html

西村

★コーポレートファイナンス
與三野 Ⅰ206

馬

研究指導（3年）

Ⅰ306

後藤 Ⅵ504

定兼

そ
の
他

★経営学基礎論（法・経済）★会計学基礎論（法・経済）金

木

1Q

2Q

安井

後藤

2Q

S

2Q

1Q

S

★原価計算（14年度以降）

鈴木（一） Ⅰ206

1Q

Ⅰ208

Ⅰ210

1B337

Ⅰ206

Ⅰ102  原田 Ⅰ102
梶原

Ⅰ306

★Globalization and
International Trade

1B254

★Globalization and
International Trade(高度教
養科目）

1B854

市場システム特殊講義（ア
セット・プライシング）

1B340 山﨑

★エッセンシャル会計学
（高度教養科目）

総合科目Ⅰ（神戸GCP基礎論）

総合科目Ⅰ（神戸GCP基礎論）

★組織と情報（高度教養科目）

★国際貿易(15年度以前)

★エッセンシャル会計学

★国際会計（高度教養科目）

◎経営学基礎論（経営）

社会基礎学（グローバル人
材に不可欠な教養）

2U101 西原 K202

★税務会計（高度教養科目）

経営の理論と実践C

◎会計学基礎論（経営）

★経営データ分析（入門演習）

前期　集中講義


