
 ２０１２年度～２０１９年度入学者用

２０２０年１０月～２０２１年３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

3B307 3B232 三品 Ⅰ206 3B131 善如 Ⅰ210 【総合教養科目】

3B807 3B310 ＥＳＤ生涯学習論Ａ 3U108 松岡

ひょうご神戸学 3U113 松下

ＥＵ基礎論 3U091 吉井

企業社会論Ａ 3U118 鶴田

【その他必要と認める科目】

3U902 松下

3U914 齋藤

総合科目I（ＥＵ基礎論） 3U908 吉井

情報基礎※再履修 3U861 伴

4B238 栗木 Ⅰ102 4B330 4B233 音川 Ⅰ102 【総合教養科目】

4B830 ＥＳＤ生涯学習論Ｂ 4U109 松岡

【その他必要と認める科目】

4U909 齋藤

3B162

3B862

― 國部 三木3

研究指導（3年・隔週） ― 與三野 Ⅰ215

研究指導（4年） ― 畠田 Ⅰ319

研究指導（4年・隔週） ― 内田 Ⅰ310

研究指導（4年・隔週） ― 高嶋 Ⅰ311

研究指導（4年・隔週） ― 宮尾 Ⅰ312

研究指導（4年・隔週） ― 國部 三木3

― 與三野 Ⅰ215

3B240 3U453 久山 【総合教養科目】

3B239 3U529 松井 環境学入門Ａ 3U087 牧

3U450 安田 3U112 山内

3U526 岩本

3U788 森田

3B308 3B104 微分積分1※再履修 3G789 田原

3B808 3B374 【その他必要と認める科目】

【基礎教養科目】 3B303

生物学Ｂ 3U026 塚本 3B803

数学Ａ 3U029 倉橋 3U452 横田 3U915 大澤

数学Ｂ 3U030 福山 3U528 市田

物理学Ａ 3U033 蛯名 3U671 近藤

化学Ｃ 3U036 笠原 3U672 港野

惑星学Ｃ 3U038 島

情報学Ａ 3U042 寺田

4B103 4B113 4U453 久山 【総合教養科目】

4B378 4B111 4U529 松井 環境学入門Ｂ 4U089 牧

4B132 畠田 Ⅰ212 4B379 4U112 山内

4B236 藤原 Ⅰ102 4B879

4U450 安田 4U452 横田 4U788 森田

4U526 岩本 4U528 市田 4G789 田原

【基礎教養科目】 4U671 近藤

生物学Ｂ 4U023 池田 4U672 港野

数学Ａ 4U026 倉橋

数学Ｂ 4U027 福山

物理学Ｂ 4U030 蛯名

化学Ｄ 4U033 富永

惑星学D 4U036 荒川

情報学Ｂ 4U039 寺田

3B376 ― 服部 Ⅰ215

― 宮尾 三木1

― 畠田 Ⅰ319

― 内田 Ⅰ310

― 三古 三木3

― 山﨑 Ⅰ315

― 清水(泰) 三木2

― 森 Ⅲ206

― 善如 Ⅰ219

― 三矢 Ⅲ210

― 音川 Ⅴ204

― 鈴木(竜) Ⅰ323

― 髙田 Ⅲ306

― 北川 Ⅲ203

― 藤原 Ⅰ209

― 各務 Ⅰ313

― 中村 Ⅲ207

― 松井 Ⅰ211

― 馬 Ⅰ311

― 梶原 Ⅰ312

― 宮原 研究室

― 森 Ⅲ206

― 黄 Ⅰ224

― 堀口 Ⅰ217

― 髙田 Ⅲ306

― 北川 Ⅲ203

― 藤原 Ⅰ209

― 各務 Ⅰ313

― 中村 Ⅲ207

― 松井 Ⅰ211

― 馬 Ⅰ311

3Q 3B201 松嶋 Ⅰ212 ― 松嶋 Ⅰ212 3B304 ― 【総合教養科目】

3B804 ― 3U107 清野

企業社会論Ｂ 3U109 鶴田

3B205 ― 3U111 ALEXANDER

日本酒学入門 3U115 米谷

3U089 青山

【その他必要と認める科目】

3U916 松本

3U905 米谷

4Q 4B201 結城 Ⅰ212 ― 結城 Ⅰ212

4B202 後藤 Ⅰ210 ― 後藤 Ⅰ210

4B205 ―

【総合教養科目】

4U091 青山

4U108 清野

4U111 ALEXANDER

【その他必要と認める科目】

3B210 山崎 Ⅱ263 3B359

4U905

4U906

青山

清野

総合科目I（ボランティアと社
会貢献活動Ｂ）

総合科目I（ＥＳＤ論（持続可
能な社会づくり２）Ａ）

3U909 清野

総合科目I（ボランティアと社
会貢献活動Ａ）

3U912 ALEXANDER

青山3U907

4B180

会計学特殊講義（連結会計
入門）（高度教養科目）

神戸大学の研究最前線Ａ★高度教養セミナー経営学
部（事例研究：企業の現場
で起こる諸問題）

3U904 村中

男女共同参画とジェンダーＡ

総合科目I（男女共同参画と
ジェンダーＡ）

Ⅰ2123B165 Imazu

Ⅰ102
★外国書講読(taught in
English)(川本Ⅰ)

―

Ⅵ402
Business Communication II
（2年生対象）

3B166 Fielden

総合科目I（ひょうご神戸学）

第三外国語（フランス語）Ｔ３

健康・スポーツ科学実習１

健康・スポーツ科学実習１

第三外国語（ドイツ語）Ｔ４

第三外国語（フランス語）Ｔ４

総合科目I（アクセシビリティ
―リーダー論１）

経営数学入門（15年度以前)

総合科目Ⅱ（海のサイエンス）

4B880

與三野 他

Academic Reading and
Writing for Business II（2年
生対象）

微分積分入門１※再履修

第三外国語（フランス語）Ｔ３

第三外国語（ドイツ語）Ｔ３★事例研究：企業の現場で
起こる諸問題

神戸大学の研究最前線Ｂ

微分積分入門２※再履修

微分積分2※再履修

4B335

International Business Law
I（2年生対象）

西村 Ⅵ501
―

西村

川本 Ⅰ310

顧客関係管理

顧客関係管理（高度教養科目）
佐野 Ⅰ102

総合科目Ⅱ（海のガバナンス）

ボランティアと社会貢献活動Ａ

総合科目Ⅰ（日本酒学入門）

会計学特殊講義（連結会計
入門）（高度教養科目）

社会環境会計（高度教養科目）
堀口 Ⅰ102

顧客関係管理
佐野

Ⅰ206

Ⅰ102

総合科目Ⅱ（データサイエンス基礎演習Ｂ）

第三外国語（フランス語）Ｔ３

※これまでに「英文会計」の単位を修得している場合は、「会計学
特殊講義（連結会計入門）」を履修できません

Ⅰ206

―

※これまでに「英文会計」の単位を修得している場合は、「会計学
特殊講義（連結会計入門）」を履修できません

ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり２）Ａ

―
会計学特殊講義（連結会計
入門）

研究指導（4年・隔週)

4U908

3Q

S

組織と情報（高度教養科目）

２０２０　 年　 度　 後　 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

宮原 Ⅰ232

月
4Q

組織と情報

マーケティング・マネジメント

総合科目Ⅱ（データサイエンス基礎演習A)

火

S

Ⅰ206平野(恭)

3Q

4Q

水

★Overview of Corporate Financing

S

★外国書講読(結城Ⅰ)

第三外国語（ドイツ語）Ｔ３

金融システム

★管理会計 (12年度以降)

第三外国語（フランス語）Ｔ４

経営の理論分析3

★経営史（16年度以降）

★経営史入門（15年度以前）

松尾 Ⅰ102

★外国書講読(後藤Ⅰ) 

★Portfolio Theory

★マーケティング 国際交通

国際交通（高度教養科目）

★エッセンシャル経営学（高度教養科目）

3B812

中井 Ⅰ212

西村 ★外国書講読(taught in
English)(西村)

★外国書講読(taught in
English)(西村)

3B302

3B811

中井 Ⅰ212

会計学特殊講義（連結会計
入門）

3B301

経営数学 (16年度以降)
丸山

人的資源管理（高度教養科目）

馬場(大) Ⅰ332

研究指導（3年・隔週）

★人的資源管理

Ⅰ102

会計学特殊講義（財務諸表
分析）（高度教養科目）

北川

角田

Ⅰ102

★エッセンシャル経営学

◎市場システム基礎論（経営学部生）

★市場システム基礎論（法・経済学部）

★Overview of Corporate Financing

★外国書講読(結城Ⅰ)

会計システム特殊講義（財
務諸表分析）(15年度以前)

4B320

Ⅰ206

4B820

第三外国語（ドイツ語）Ｔ３

★外国書講読(後藤Ⅰ) 

★Portfolio Theory

―

健康・スポーツ科学実習２

善如 Ⅱ263

庭本

経営の理論と実践3

★管理会計基礎 (11年度以前)

★外国書講読(松嶋Ⅰ) ★外国書講読(松嶋Ⅰ) 

研究指導（4年・隔週）

研究指導（4年・隔週)

研究指導（4年・隔週)

研究指導（3年）

研究指導（3年）

研究指導（4年）

研究指導（4年）

研究指導（4年）

研究指導（4年・隔週)

研究指導（4年・隔週)

研究指導（4年・隔週)

研究指導（4年・隔週)

経営戦略

★財務会計

★事例研究：企業の現場で
起こる諸問題

研究指導（4年・隔週)

研究指導（4年・隔週)

Ⅰ310

★外国書講読(taught in
English)(西村)

西村
3B215

Ⅵ501

第三外国語（ドイツ語）Ｔ４

会計学特殊講義（財務諸表
分析）(16年度以降)

川本

★外国書講読(taught in
English)(西村)

4B215

研究指導（3年)

研究指導（3年）

研究指導（3年）

研究指導（3年）

研究指導（3年）

研究指導（3年）

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

研究指導（3年・隔週)

★外国書講読(taught in
English)(川本Ⅰ)

3B202
顧客関係管理（高度教養科目）

Ⅰ210

Ⅵ402

Bennett3B168

Ⅵ501 Ⅵ501

Business Communication II
（2年生対象）

3B167 Fielden

男女共同参画とジェンダーＢ

ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり２）Ｂ

ボランティアと社会貢献活動Ｂ

與三野 他

ALEXANDER

総合科目I（男女共同参画と
ジェンダーＢ）

総合科目I（ＥＳＤ論（持続可
能な社会づくり２）Ｂ）

マーケティング・マネジ
メント（高度教養科目）

3B810
高嶋・結城 Ⅰ102

★高度教養セミナー経営学
部（シリコンバレー型起業演
習）

3B876
内田 Ⅵ503

社会環境会計

監査論（高度教養科目）

監査論
髙田

★高度教養セミナー経営学
部（事例研究：企業の現場
で起こる諸問題）

★シリコンバレー型起業演習

健康・スポーツ科学実習２

Ⅰ306

第三外国語（ドイツ語）Ｔ４

第三外国語（フランス語）Ｔ４

★外国文献講義(山﨑) ★パーソナルファイナンス論

★高度教養セミナー経営学
部（パーソナルファイナンス
論）

3B859

日本FP
協会

Ⅰ212 【裏面に続く】　　　



２０２０年１０月～２０２１年３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

２０２０　 年　 度　 後　 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

【基礎教養科目】 ― ― 三品 Ⅰ206 ― 善如 Ⅰ210 【総合教養科目】

保健学Ａ 3U024 亀岡 ― ― 3U457 石田 3U110 北村

生物学Ｃ 3U027 鎌田 3U455 横田 ― 3U533 中畑 地域社会形成基礎論 3U114 松下

化学Ａ 3U035 田村 3U531 釣 3U456 石田 データサイエンス入門Ａ 3U116 齋藤

化学Ｃ 3U037 森 3U532 廣田 【その他必要と認める科目】

惑星学Ｃ 3U039 廣瀬 3U903 松下

情報学Ａ 3U043 玉置

3U917 勝井

3G750 加藤

― ― 栗木 Ⅰ102 ― 音川 Ⅰ102 4U457 石田 【総合教養科目】

― 4U455 横田 4U456 石田 4U533 中畑 4U117 北村

【総合教養科目】 4U531 釣 4U532 廣田 4U114 齋藤

生物資源と農業Ｂ 4U087 畠中 【その他必要と認める科目】

人間活動と地球生態系 4U104 丑丸

4U910 坂井

4G750 加藤

― 梶原 Ⅰ215

― 末廣 Ⅲ207

― 小川 三木3

― 後藤 三木1

― 安部 Ⅲ210

― 三古 Ⅰ211

― 山﨑 Ⅰ313

― 音川 Ⅰ315

― 鈴木(竜) Ⅲ203

― 後藤 三木1

― ― ― ―

― ― ―

―

―

3B336

― ―

― ―

― 畠田 Ⅰ212 ―

― 藤原 Ⅰ102 ―

4B357

― 平野（恭） Ⅰ315

― 清水(泰) Ⅰ313

― 松尾(貴) Ⅰ211

― 三矢 Ⅲ210

― 平野（恭） Ⅰ315

経営学部生へ
　　１．3Qは第３クォーター開講科目，4Qは第４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．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。

　　３．◎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。

　　４．外国書講読（「taught in English」を含む）は２コマ開講なので事前受付，履修登録の際には注意してください。

　　５．「健康・スポーツ科学実習1」の初回については、現在調整中です。実施方法が決まり次第、国際教養教育院HP（http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/jimu/kyomu/risyu/index.html）にて詳細を案内するため、

  　　　履修希望者は必ず確認してください。

　  ６．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。）

　　７．Web履修登録期間：９月２５日（金）９：００～１０月１４日（水）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。

　　　　今年度のみ「履修科目一覧表」の提出は不要です。ただし、履修登録終了後は，各自，Web上で履修登録一覧表を必ず確認してください。

　　８．Web履修取消期間 ： 3Q　１０月１５日（木）０：００～２１日（水）２３：５９
4Q　１２月１１日（金）０：００～１７日（木）２３：５９

履修許可

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で確認してください。

　・外国書講読（「taught in English」を含む）（複数開講）

　・外国文献講義

　・KIBER Program関連科目（Academic Reading and Writing for Business Ⅱ，International Business Law Ⅰ，Business Communication Ⅱ）

　・経営学特別学修プログラム関連科目（経営の理論と実践3，経営の理論分析3）

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。

　 管理会計(11年度以前生：管理会計基礎)，人的資源管理，経営史（15年度以前生:経営史入門），財務会計，マーケティング

   事例研究：企業の現場で起こる諸問題，グローバル企業へのタックス・コンサルティング，パーソナルファイナンス論

他学部生へ　　　　
　　　　　　　　　　　１．経営学部専門科目を履修できるのは３年次生以上です。ただし，法学部・経済学部生については一部の授業を除いて，２年次後期から履修できます。

　　　　　　　　　　　　　２．外国書講読（「taught in English」を含む），研究指導，KIBER Program 関連科目，経営学特別学修プログラム関連科目については，他学部生は履修できません。

　　　　　　　　　　　　　３．市場システム基礎論は，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ホームページで確認してください。

　４．次の科目は履修制限を行うことになりました。二次受付から抽選登録を行いますので，経営学部掲示板又は経営学研究科ホームページで確認してください。

　　　管理会計(11年度以前生：管理会計基礎)，人的資源管理，経営史（15年度以前生:経営史入門），財務会計，マーケティング

　　　※高度教養科目「グローバル企業へのタックス・コンサルティング」「パーソナルファイナンス論」は一次受付から抽選登録を行います。

　５．高度教養科目の履修方法等詳細については，高度教養科目HPを確認してください。

☆全学共通授業科目の履修方法等詳細については、国際教養教育院HPの「履修について」
　「全学共通授業科目　時間割」各ページおよび「全学共通授業科目の履修方法」（PDF）を確認すること。 
☆9月11日時点での時間割です。最新情報はHPを確認してください。

3U090 黒田

総合科目Ⅱ（職業と学び－
キャリアデザインを考えるＡ）

3U911 北村

総合科目Ⅱ（職業と学び－
キャリアデザインを考えるＢ）

4U907 北村

総合科目Ⅰ（神戸GCP基礎論）

組織と情報 経営の理論と実践3

★組織と情報（高度教養科目）

研究指導（4年）

★高度教養セミナー経営学
部（グローバル企業への
タックス・コンサルティング）

Ⅰ206北川

平野(恭)

Ⅰ232

Ⅰ206

★管理会計 (12年度以降)

経営数学入門（15年度以前)
松尾 Ⅰ102

★経営史（16年度以降）

総合科目Ⅱ（海のテクノロジー）

線形代数２※再履修

データサイエンス入門Ｂ

線形代数１※再履修

職業と学び－キャリアデザインを考えるＢ

金
4Q

会計システム特殊講義（財
務諸表分析）(15年度以前)

―

S

3Q

木

3Q

4Q

会計学特殊講義（財務諸表
分析）(16年度以降)

―

S

監査論

会計学特殊講義（財務諸表
分析）（高度教養科目）

―

国際交通

国際交通（高度教養科目）

監査論（高度教養科目）
Ⅰ102

研究指導（4年・隔週)

研究指導（4年・隔週)

総合科目I（地域社会形成基礎論）

第三外国語（フランス語）Ｔ３

金融システム

◎市場システム基礎論（経営学部生）

★市場システム基礎論（法・経済学部）

社会環境会計（高度教養科目）

★経営史入門（15年度以前）

★人的資源管理

経営の理論分析3

研究指導（3年・隔週)

研究指導（4年・隔週)

千田 Ⅰ210
―

Introduction to Management
Introduction to
Management（高度教養科
目）

研究指導（4年・隔週)

研究指導（4年・隔週)

丸山

研究指導（4年）

研究指導（3年）

角田 Ⅰ102

マーケティング・マネジメント

経営戦略

髙田 Ⅰ102

★マーケティング

★管理会計基礎 (11年度以前)

第三外国語（ドイツ語）Ｔ４

第三外国語（フランス語）Ｔ４

人的資源管理（高度教養科目）
庭本

Introduction to
Management（高度教養科
目）

4B858

EY税理
士法人

Ⅰ310

Ⅵ502

Ⅱ263

★高度教養セミナー経営学
部（生保ビジネスワーク
ショップ）

4B857
藤原

★グローバル企業へのタッ
クス・コンサルティング

4B358

善如

★生保ビジネスワークショップ

★財務会計

第三外国語（ドイツ語）Ｔ４

堀口 Ⅰ102

EY税理
士法人

Ⅰ310

職業と学び－キャリアデザインを考えるＡ

研究指導（4年）

研究指導（4年・隔週)

グローバルリーダーシップ
育成基礎演習

★グローバル企業へのタッ
クス・コンサルティング

―

★高度教養セミナー経営学
部（グローバル企業への
タックス・コンサルティング）

―

研究指導（3年・隔週)

研究指導（4年）

第三外国語（ドイツ語）Ｔ３

第三外国語（フランス語）Ｔ３

第三外国語（ドイツ語）Ｔ４

第三外国語（フランス語）Ｔ４

Introduction to Management

3B836
千田 Ⅰ210

社会環境会計

第三外国語（ドイツ語）Ｔ３

研究指導（3年）

研究指導（3年）

高嶋・結城 Ⅰ102

宮原

マーケティング・マネジメント（高度教養科目）

第三外国語（ドイツ語）Ｔ３

第三外国語（フランス語）Ｔ４

第三外国語（フランス語）Ｔ３

経営数学 (16年度以降)

Ⅰ306

http://www.iphe.kobe-u.ac.jp/jimu/kyomu/risyu/index.html

