
m 学部の修学上に関する内規等



I 履修科目の登録の上限を超える者の基準に関する内規

平成16年4月1日制定

平成25年4月19日改正

第1条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年4月1日制定）第6条第3項の規定により，履

修科目の登録の上限を超える者の基準について定める。

第2条 次の各号の要件のいずれかを満たした場合は，履修科目の登録の上限を超えて登録を認める

ことがある。

(1）所定の単位を優れた成績をもって修得した学生

①前年度に卒業要件科目を40単位以上修得していること。

（各学年年次配当の必修科目はすべて含まれていること。）

②前年度総修得単位数の90%以上が優又は秀であり，かつ優秀と認められる者。

(2）特別の事情のある学生

①食料環境システム学科生産環境工学コースの学生が， JABEEの指定科目を履修する場合で

当該コースが認めた者。

(3）農学部規則別表第1の専門科目のうち，学部指定科目を履修する学生

第3条前条第l項第 l号により履修科目の登録の上限を超えて登録を希望する者は，別に定める申

請書を提出するものとする。

第4条前条の申請書の提出があったときは，学科会議の議を経たのち，教務委員会で検討のうえ，

教授会で審議する。

附則

この内規は，平成16年4月l日から施行する。

附則

この内規は，平成17年4月l日から施行する。

附則

この内規は，平成18年4月1日から施行する。

附則

1 この内規は，平成20年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成20年4月

1日以降において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の

例による。

附則

この内規は，平成25年4月19日から施行し平成25年4月1日から適用する。
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2 卒業研究の履修に関する内規

平成16年4月1日制定

第1条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年4月1日制定。以下「学部規則Jという。）第

7条第2項及ぴ第3項の規定により，卒業研究の履修について定める。

第2条卒業研究を履修する者は，所定の期日までに卒業研究履修申請書（以下「申請書」という。）

を提出しなければならない。

2 申請書の研究題目を変更する場合は，指導教員の承認を受け研究題目変更屈を提出しなければな

らない。

第3条卒業研究を履修しようとする者は， 6学期以上在籍し，次の2学期をもって学部規則別表第

2に定める必要修得単位数を修得できる見込みがあり，必要修得単位数のうち次の単位を含め98単

位を修得した者とする。

食料環境システム学科

生産環境工学コース 3年次終了までに開講された専門科目（共通専門基礎科目を除く。）の

うち食料環境システム学科生産環境工学コースの履修に関する内規に定

める各プログラムが指定する単位を56単位以上

食料環境経済学コース 食料環境システム学概論m-i.m-2.2単位，食料経済学 2単位，

食料生産管理学 2単位，食料情報学 2単位，農場実習II2単位

資源生命科学科

応用動物学コース

応用植物学コース

生命機能科学科

応用動物学実験8単位，応用動物学演習 l単位，牧場実習2単位

応用植物学基礎実験4単位，応用植物学専門実験I4単位，応用植物学

専門実験II3単位，農場実習 I2単位，農場実習II2単位

応用生命化学コース 応用生命化学実験I4単位，応用生命化学実験II4単位，応用生命化学

実験ill4単位

環境生物学コース 環境生物学実験I4単位，環境生物学実験II4単位，環境生物学実験E

4単位

2 卒業研究は，前期・後期に連続して履修すること。ただし 卒業研究の履修期間中における休学

を許可された者で，復学後の卒業研究の継続又は後期からの履修開始について．指導教員及び学科

の承認を得た者については，卒業研究の継続又は後期からの履修開始を認める。

第4条卒業論文の提出期限は， 2月20日とする。ただし， 9月25日卒業予定者は， 8月31日とする。

第5条 この内規に定めるもののほか必要な事項については教授会の議を経て定める。

附則

1 この内規は，平成16年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成16年4月

1日以後において在学者の属する年次に編入学転入学又は再入学する者については，なお従前の
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例による。

附則

1 この内規は，平成18年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及ぴ平成18年4月

1日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の

例による。

附則

1 この内規は，平成20年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及ぴ平成20年4月

1日以降において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の

例による。

附則

1 この内規は，平成24年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成24年4月

l日以降において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の

例による。

附則

1 この内規は，平成25年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及ぴ平成25年4月

1日以降において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の

例による。

附則

この内規は，平成27年4月1日から施行する。

附則

1 この内規は，平成28年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成28年4月

1日以降において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の

例による。

附則

1 この内規は，平成29年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成29年4月l

日以後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例

による。
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3 成績評価基準に関する内規

平成16年4月1日制定

成績評価は，次の各号を考慮して多元的に行う。基準は，授業担当教員が定め，シラパスにおいて

公表するものとする。

(1) 定期期末試験の成績

(2）小テスト，中間テストの成績

(3) 講義室以外の学習状況（予習・復習。つまり，文献の調査，レポートの提出等）

(4) 平常点（出席状況・態度、発言・提案等）

(5) その他必要に応じて各教員が指示したもの

なお，成績評価は下記の評価基準表により行う。

｛評価基準表】

評 価 評点

秀 学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。 100～90 

優 学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。 89～80 

良 学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。 79～70 

可 学修の目標を達成している。 69～60 

不可 学修の目標を達成していない。 60点未満

附則

この内規は，平成16年4月1日から施行する。

附則

1 この内規は，平成23年4月1日から施行する。

合否

合格

不合格

2 この内規施行の際現に在学する者（以下「在学者Jという。）及び平成23年4月1日以降におい

て在学者の属する年次に編入学転入学又は再入学する者については なお従前の例による。

附則

1 この内規は，平成26年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者で成績評価基準に関する内規の一部を改正する附則第2項の規

程（平成23年4月1日施行）により，なお従前の例によるとされた者に係るこの内規の適用につい

ては，改正後の評価基準表にかかわらず，なお従前の例による。
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4 成績評価に対する申し立て手続きに関する申合せ

平成25年11月15日教授会承認

学生は，農学部・農学研究科において開講している授業科目の成績評価について，当該授業科目

の成績評価基準等に照らして疑義がある場合は，農学部・農学研究科長に申し立てを行い，次のと

おり授業担当教員に説明を求めることができるものとする。

（申し立ての手続き）

成績評価に対する申し立ては，成績発表後原則として 1週間以内に行うこととし申し立てを行

う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の様式により，農学研究科教務

学生係に提出することとする。

（申し立てへの対応）

申し立てを受けた授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し，成績評価について速やかに農

学研究科教務学生係を通じ 回答を行うものとする。

また，その結果については，授業担当教員等が書面により農学部・農学研究科長に報告すること

とする。
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5 早期卒業の認定の基準に関する内規

平成16年4月1日制定

平成25年6月21日改正

第1条 この内規は．神戸大学農学部規則（平成16年4月1日制定）第12条第2項の規定により，早

期卒業の認定の基準について定める。

第2条本学部に3年以上在学し，次の各号の要件を満たした者については，早期に卒業を認定する

こと治宝ある。

(1) 卒業要件科目の95%以上が秀または優であり，かつ優秀と認められる者。

(2) 本人が早期卒業を希望し，入学l年後又は2年後に早期卒業希望調書を学部長に提出している

こと。

第3条 4年次必修科目は卒業要件から除くが，選択科目で卒業必要単位数を補うものとする。

第4条早期卒業要件を満たした場合は、学科長は学科会議の議を経て，学部長に推薦するものとす

る。

第5条早期卒業の認定については，学科長で構成する早期卒業審査委員会で検討のうえ，教授会で

審議する。

附則

この内規は，平成16年4月1日から施行する。

附則

この内規は，平成25年6月21日から施行する。

附則

この内規は，平成29年4月1日から施行する。
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6 入学前の既修得単位の認定に関する内規

平成16年4月1日制定

第1条 この内規は，神戸大学教学規則（平成16年4月1日制定）第36条第1項並びに神戸大学農学

部規則（平成16年4月1日制定。以下「規則」という。）第9条の規定により，既修得単位の認定

について定める。

第2条認定できる授業科目区分及び認定単位の最高限度は，次のとおりとする。

(1）基礎教養科目 6単位

総合教養科目 6単位

(2）外国語科目 外国語第 I 6単位

外国語第E 4単位

(3）情報科目 l単位

（引健康・スポーツ科学 l単位

(5）共通専門基礎科目 16単位

(6）専門科目 20単位

第3条既修得単位の認定をうけようとする者は，入学した年度の指定の期日までに，次の書類を学

部長に提出しなければならない。

(1) 申請書（所定の用紙）

(2）卒業証明書又は在籍期間証明書

(3）成績証明書及び講義内容を明示できるもの（講義要項等）

2 前項の申請授業科目は認定単位の最高限度60単位以内に限る。

第4条認定試験は，申請をした授業科目ごとに試験（筆記又は口頭）を行う。

第5条認定をされた授業科目の単位数については，規則第8条第2項に基づき必要修得単位数に算

入することができる。なお，成績の表示は「認定」とする。

附則

この内規は，平成16年4月l日から施行する。

附則

この内規は，平成18年4月1日から施行する。

附則

この内規は，平成25年4月1日から施行する。

附則

この内規は，平成28年4月l日から施行する。

附則

この内規は，平成29年4月1日から施行する。
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7 特別聴講学生に関する内規

平成16年4月1日制定

（趣旨）

第1条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年4月1日制定）第15条の規定により，他大学（外

国の大学を含む。以下同じ。）の学生が特別聴講学生を志望する場合の取り扱いについて定める。

（受入の許可）

第2条本学部との協定に基づき，他大学の学生で本学部の授業科目を履修しようとする者があると

きは，特別聴講学生として許可する。

2 履修の許可は，学期の始めに行う。

ただし，教授会の議を経て特別な理由があると認めたときは，各クォーターが開始する月の初め

とすることができる。

（手続き）

第3条特別聴講学生を志望する者は所属大学の学部長を経て次の書類を提出しなければならない。

(1) 特別聴講学生願書（所定の用紙）

。） 写真1枚（縦3cm，横 2.5cm 出願前3か月以内に撮影したもの）

（授業料）

第4条特別聴講学生は，その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければな

らない。

2 次の各号のーに該当する者については，前項の規定にかかわらず，授業料を徴収しない。

(1) 国立大学の学生

(2）大学問交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項（平成3年4月11日

文部省学術国際局長裁定）に基づく協定留学生

（期間）

第5条特別聴講学生の在学期間は，履修しようとする授業科目の開講学期末までとし，l年（第2，第

4クォーター開始月から入学した場合は2学期）以内とする。

附則

この内規は，平成16年4月1日から施行する。

附則

この内規は，平成28年4月1日から施行する。
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8 留学に関する内規

平成16年4月1日制定

（趣旨）

第1条 この内規は，神戸大学教学規則（平成16年4月1日制定）第40条の規定により，学生が留学

する場合の取り扱いについて定める。

（留学機関）

第2条留学が認められる外国の大学は，外国において学位授与権を有する大学又はこれに相当する

正規の教育研究機関で，あらかじめ本学部と協定を結んでいるものとする。

（留学の許可申請）

第3条外国の大学へ留学しようとする学生は，次の書類を提出して，留学の許可を学部長に申請し

なければならない。ただし，必要に応じてその他の書類の提出を求めることがある。

(1）留学許可申請書（所定の用紙）

(2）外国の大学の入学許可書（写）

（修業年限への算入）

第4条許可を受けて留学した期間は 1年を限度として修業年限に算入する。

（単位の認定）

第5条外国の大学において修得した授業科目の単位については，神戸大学農学部規則（平成16年4

月1日制定。以下「規則」という。）第8条第2項に基づき，必要修得単位数に算入することができる。

2 外国の大学において 修得した授業科目の単位数の計算は，規則第4条の単位計算基準に照らし

て算定する。

3 留学した学生は，前項の算定のための資料として，次の書類を提出しなければならない。

(1）留学した大学の単位認定書及び成績証明書

。）留学した大学において履修した授業科目についての履修報告書

（授業料の納付）

第6条 この内規の規定により留学する者は，その留学期間中，授業料を本学部に納入しなければな

らない。

附則

この内規は，平成16年4月1日から施行する。
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9 転学部 に 関 す る 内 規

平成16年4月1日制定

（趣旨）

第1条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年4月1日制定）第13条の規定により，学生が転

学部を志望する場合の取り扱いについて定める。

（他学部からの転学部の許可）

第2条他学部から本学部に転学部を志望する者が，次の各号のすべてに該当し，原則として志望コー

スに欠員がある場合，教授会の議を経て，転学部を許可することがある。

(1) 本人の入学試験の成績が，本人の入学時における志望コースの入学試験合格者の最低点以上で

あること。

(2）入学後1年間において，所定の単位をすべて修得しており，かつ学業成績が優秀であること。

(3）転学部の事由が明白であること。

（他学部からの転学部の手続き）

第3条転学部志望者は，次の書類を転学部しようとする日の2カ月前までに所属学部長を経て提出

しなければならない。ただし 特別な理由がある場合は期限後の提出を認めることがある。

(1~ 転学部願（所定の用紙）

(2) 入学試験成績表

(3) 学業成績証明書

（他学部からの転学部志望者の選考）

第4条転学部志望者に対する選考は．書類審査及び面接により行う。

（他学部への転学部の承認）

第5条他学部への転学部を志望する者がある場合は教授会の議を経て転学部を承認することが

ある。

（他学部への転学部の手続き）

第6条転学部志望者は，次の書類を転学部しようとする学部の提出期限の2カ月前までに提出しな

ければならない。

(1) 転学部願（所定の用紙）

(2）転学部志望学部が必要とする書類

附則

この内規は，平成16年4月1日から施行する。

附則

この内規は，平成20年4月1日から施行する。

附則

この内規は，平成27年4月1日から施行する。
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10 転学科及び転コースに関する内規

（趣旨）

平成16年4月1日制定

平成22年6月18日改正

第1条 この内規は，神戸大学農学部規則（平成16年4月1日制定）第14条の規定により，学生が転

学科及び転コースを志望する場合の取り扱いについて定める。

（転学科及び転コースの許可）

第2条転学科を志望する者が，次の各号のすべてに該当し，原則として志望コースに欠員がある場

合，教授会の議を経て，転学科を許可することがある。又，同一学科内で転コースを志望する場合

も転学科に準ずる。

(1）本人の入学試験の成績が，本人の入学時における志望コースの入学試験合格者の最低点以上で

あること。

(2）入学後1年間において，所定の単位をすべて修得しており，かつ学業成績が優秀であること。

（め転学科事由が明白であること。

（転学科友ぴ転コースの手続き）

第3条転学科及び転コース志望者は，所定の用紙を転学科及ぴ転コースしようとする日の2カ月前

までに提出しなければならない。

（転学科友ぴ転コースの選考）

第4条転学科及び転コース志望者に対する選考は，書類審査及び面接により行う。

（転学科及び転コースの許可の取り消し）

第5条第2条の（2）に該当しなかった場合は，転学科及び転コースの許可後であっても，転学科及

ぴ転コースの許可を取り消す。

附則

この内規は，平成16年4月1日から施行する。

附則

この内規は，平成20年4月1日から施行する。

附則

この内規は，平成23年4月1日から施行する。
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11 転学科及び転コースに関する内規についての申合せ

平成16年4月1日制定

転学科及ぴ転コースに関する内規第2条（2）の「所定の単位」は次の単位とする。

①外 国 三ロ五ロ 英 量ロ五ロ 4単位

英語以外の

外国語 4単位

②情 報 科 目 l単位

③健康・スポーツ科学 1単位

④共通専門基礎科目 本人の所属するコースの

必修科目の総てを含む12単位以上

※ 本人の所属するコースの専門科目の中の必修科目は，原則，修得すること。

※ 志望するコースの専門科目の修得は，要件としない。

附則

この申合わせは，平成20年4月1日から施行する。

附則

この申合わせは，平成26年11月14日から施行する。

附則

この申合わせは，平成27年3月6日から施行する。
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12 外国人留学生のための日本語等授業科目の単位の
取扱いに関する申合せ

平成16年4月1日制定

神戸大学日本語等授業科目履修規則（平成16年4月1日制定）別表に掲げる次の授業科目の単位を

修得したときは，これらの単位を5単位を限度として，外国語科目の必要修得単位数に算入すること

ができる。

日本語IA (0.5単位）， 日本語IB (0.5単位）， 日本語EA (0.5単位）， 日本語EB (0.5単位）

日本語EA (0.5単位）， 日本語EB (0.5単位）， 日本語NA (0.5単位）， 日本語NB(0.5単位）．

日本語VA (0.5単位）， 日本語VB (0.5単位）， 日本語VIA(0.5単位）， 日本語百B(0.5単位）

日本語四A (0.5単位）， 日本語四B(0.5単位）， 日本語咽A (0.5単位）， 日本語四B(0.5単位）

日本事情IA (0.5単位）， 日本事情 IB (0.5単位），

日本事情EA (0.5単位）， 日本事情EB (0.5単位）

附則

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に在学する者する者（以下「在学者」という。）及び平成28年4月1日以後

において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の規定にかか

わらず，なお従前の例による。
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13 交通機関の運休，気象警報の発表の場合における授業，
定期試験の休講措置について

平成28年1月27日 全学教務委員会決定

交通機関の運休及び気象警報の発表については，下記のとおり取り扱うものとする。

記

1.交通機関の運休の場合

次の（1）から（3）のいずれかに該当する場合，当日のその後に開始する授業（定期試験を含む）

を休講とする。

(1) JR西日本（神戸線）が運休した場合

(2）阪急電鉄（神戸線）及び阪神電気鉄道（阪神本線）が同時に運休した場合

(3）神戸市バス16系統及び＇36系統が同時に運休した場合

ただし，次の場合は授業を実施する。

①午前6時までに，交通機関が運行した場合は，l時限目の授業から実施する。

②午前10時までに，交通機関が運行した場合は，午後l時以降に開始する授業から実施する。

③午後2時までに，交通機関が運行した場合は 午後5時以降に開始する授業から実施する。

2.気象警報の発表の場合

神戸市に警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又は特別警報が発表された場合，当日のそ

の後に開始する授業（定期試験を含む）を休講とする。

なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用する。

ただし，次の場合は授業を実施する。

(1) 午前6時までに，気象警報が解除された場合は，l時限目の授業から実施する。

(2）午前10時までに，気象警報が解除された場合は，午後l時以降に開始する授業から実施する。

(3) 午後2時までに，気象警報が解除された場合は，午後5時以降に開始する授業から実施する。

3.休講の周知方法

交通機関の運休又は気象警報の発表が事前に予想される場合は，学内掲示板，うりぽーネット，

各学部及び各研究科のホームページ等により あらかじめ周知するものとする。

（注）

1 交通機関の運休とは，事故．気象現象，地震，その他の理由により鉄道や道路が遮断され

て交通機関が運行休止になり 通学が困難な場合をいう。

2 気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報Jによるものとする。

3 気象警報の発表及び解除の確認は，テレビ・ラジオ・インターネット等の報道による。
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4 演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。

5 このほか，必要な事項は各学部又は各研究科において別に定める。

6 この申合せは，平成28年4月1日から適用する。
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14 食料環境システム学科生産環境工学コースの履修に関する内規

平成16年4月1日制定

第1条 この内規は神戸大学農学部規則（平成16年4月1日制定。以下「規則」という。）別表第

1に掲げる専門科目（共通専門基礎科目を除く。）の授業科目のうちから生産環境工学コースが授

業要覧掲載の生産環境工学コース授業科目配当表に指定する各プログラム指定科目の履修について

定める。

第2条本コースに， JABEEプログラムにかかる，地域環境工学プログラムとバイオシステム工学

プログラムを設置する。

本コース学生はどちらか一つのプログラムを選択し，授業要覧掲載の生産環境工学コース授業科

目配当表の各プログラム指定科目から，選択必修科目，選択科目を修得するものとする。

第3条前条に規定する各プログラムの選択に関する決定は， 2年次前期終了時に行う。

附則

1 この内規は，平成16年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者については，なお従前の例による。

附則

1 この内規は，平成20年4月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成20年4月1日以降におい

て在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。
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15 授業時間及び授業時限に関する申合せ

1. 授業時間は， 90分とする。

2. 授業時限は，次のとおりとする。

昼間主

l時限 8 :so～ 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 

6時限 18:50～ 20:20 

平成28年3月10日 部局長会議一部改正

平成16年12月9日 部局長会議決定

3. 法学研究科，経営学研究科，保健学研究科及び国際協力研究科の授業時間は，各部局長が別に

定める

4. 医学研究科及び医学部の授業時間及び授業時限は，各部局長が別に定める。

附則

この申合せは，平成17年4月1日から実施する。

附則

この申合せは，平成28年4月1日から実施する。
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16 「GPA」について

神戸大学では，「学位授与に関する方針」に掲げる国際的に卓越した教育を保証し，「単位の実質化」

を進めるため，平成24年度入学生「）から「GPA (Grade Point Average）」を通知することになり

ました。 （’学部編入学生や一部の大学院学生は含みません。）

I. GP Aについて

「Gp A」とは，下記「成績評価基準J（秀，優，良，可，不可）に基づいて評価した成績の単位数

に，それぞれのGP (Grade Point）を掛けて合計したものを，履修登録を行った単位数の合計で割っ

て計算した， 1単位あたりのGP平均値（Average）です。

「成績評価基準j

評語名 評語名
最小点 最大点 GP 

（和文） （英文）

秀 s 90 100 4.3 

優 A 80 89 4 

良 B 70 79 3 

可 c 60 69 2 

不可 F 。 59 。
※「可」以上が「合格」となり，単位が修得できる。

II. GP A計算について

［履修登録した科目の単位数×当該科目のGP］の合計
GPA= 

履修登録した科目の単位数合計（不可を含む）

1 .履修登録した科目のうち， Gp A計算式に入らない科目があります。

①成績を「合格」で評価する科目

②他大学等で単位修得し，神戸大学が「認定」とした科目

③履修取り消しをした科目（以下「E 履修取消制度についてJ参照）

④資格免許のための科目（教職科目学芸員関連科目）（’）

（・一部の学部・研究科では計算式に入る科目があります。所属学部，研究科毎にお知らせします。）

⑤所属学部・研究科で指定した科目（所属学部・研究科毎にお知らせします。）

2. 再履修をした場合，過去の「不可Jの成績は，原則としてGp A計算式に入りません。

「不可」 （不合格）と成績評価された科目を，再び履修登録した場合，再履修した時の「不

可～秀」 (G P=O～4.3）の成績がGp A計算式に入り 当該科目について過去に付いた「不

可」 (GP=O）の成績が再履修した学期以降のGp A計算式から除外されます。ただし，過

去に計算されたGPA （学期）の値は変更されません。
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※所属学部・研究科によっては「除外されない科目」がありますので注意してください。

（所属学部・研究科毎にお知らせします。）

皿．履修取消制度について

学期初めに履修登録を行った科目について，途中で履修を中止したい場合，クォーター毎に設け

られる履修取消期間中に，履修を取り消すことができます。

〔履修取消期間〕

各クォーターの履修取消期間は別途掲示等でお知らせします。

〔取消の対象となる科目〕

以下のとおり，授業が始まるクォーターの履修取消期間に取消が可能です。

取消の対象となる開講科目

第1クォーター履修取消期間
第1クォーター開講科目，前期開講科目，通
年開講科目

第2クォーター履修取消期間 第2クォーター開講科目

第3クォーター履修取消期間 第3クォーター開講科目後期開講科目

第4クォーター履修取消期間 第4クォーター開講科目

女履修登録や履修取消は，原則として学生自らが「うりぽーネット」（Web）で行います。

－取り消した科目は，「履修科目一覧表」ゃ「学業成績表」で確認でき， Gp A計算式に入りません。

－履修取消期間中に取り消さなかった科目は，成績評価の対象となります。取り消さずに途中

で履修を中止した場合，成績評価は「不可」（不合格）となり. GP A計算式に入りますので，

注意してください。

－取り消した科目も「履修登録単位の上限（CAP制）J ，.）の単位数に入ります。

履修登録前までに，各授業科目のシラパスで授業内容を必ず確認し年間の履修計画をしっか

りと立てた上で，履修登録と履修取消を行ってください。

（・「履修登録単位の上限（CAP制）」とは，年間又は学期毎に履修登録できる単位数の上限のことです。上

限の単位数については，所属学部・研究科毎にお知らせします。）

－取り消した科目は，履修取消期間終了後，その開講期間中に再び受講（履修）することはでき

ません。

※修学上の理由から，「履修取消ができない科目」と「履修取消期間中に取消ができない科目」

があります。詳細については，所属学部・研究科毎にお知らせします。

W. GP Aの通知について

－成績評価はクォーター毎，「Gp A」は学期毎に通知されます。併せて「科目 Gp （単位数× Gp）」
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と「Gp A （学期）」も通知されます。

・通知されたGp Aによか学期毎及び在学中の成績評価の平均値を確認し学習成果の指標と

することができます。

育成績評価と Gp Aは，学生自ら「うりぼーネット」（Web）で確認できます。

例えば，下記の成績照会画面（例）では， Gp Aは「3.llJです。 2016年度前期のGp Aは「3.00」

でしたが， 2016年度後期のGp Aは「3.22Jでしたので，後期の成績評価（平均）が，前期の

成績評価（平均）より上昇したことがわかります。

成績照会画面（例）：「うりぼーネット」（Web）単位修得状況照会

•GPA 
.....－田E四ーーーー

GPA 科目 GP合計｜計算単位数｜ 計算日

3.11 118 I 38 I 2011年3月 15日

•GPA （学期）
前期

※ GPAは小数第3位を四捨五入して表

示されます。

後期

年度 IGPA 科目 Gp 計算単
計算日

GPA 科目 Gp 計算単
計算日

（学期） 合計 位数 （学期） 合計 位数

2016年度 I3.oo 60 20 2016年9月15日 3.22 58 18 2017年3月15日

Nol 区分 大区分 中区分 科目名
単位 修得 修得

評語 科目合 否
数 年度 学期 GP 

1 I全学共通授業科目 基礎教養科目 00000 2 2015 前期 秀 8.6 メロb、
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17 神戸大学農学部高度教養科目に関する内規

平成28年4月1日制定

（趣旨）

第1条 この内規は，神戸大学農学部（以下「本学部」という。）における高度教養科目の履修に関

し必要な事項を定めるものとする。

（高度教養科目及び単位数）

第2条高度教養科目は，国際教養教育院本学部及ぴ他学部が開設するもののうちから，農学部規

則別表第2に定めるところにより履修するものとする。

2 本学部が開設する高度教養科目及び単位数は，別表のとおりとする。

3 前項に規定するもののほか，臨時に高度教養科目を開設することがある。

4 前項の授業科目及ぴ単位数は，開設の都度定める。

（高度教養科目の年次配当）

第3条本学部が開設する高度教養科目の各年次の配当は 別表のとおりとする。

別表（第2条，第3条関係）農学部高度教養科目

授業科目 単位数 配当年次 備考
兵庫県農業環境論A 2年次以上 食料環境経済学コース指定科目（必修
兵庫県農業環境論B 1 2年次以上 食料環境経済学コース指定科目（必修）
高度教養セミナー農学部生産環境工学 2 4年次以上 生産環境工学コース指定科目（必修）

高度教養セミナー農学部応用動物学 2 4年次以上 応用動物学コース指定科目（必修l

高度教養セミナー農学部応用植物学 2 4年次以上 応用植物学コース指定科目（必修l

高度教養セミナー農学部応用生命化学 2 4年次以上 応用生命化学コース指定科目（必修

高度教養セミナー農学部環境生物学 2 4年次以上 環境生物学コース指定科目（必修
食の倫理の探究 2 3年次以上 農学部生履修不可

緑の保全の探究 2 3年次以上 農学部生履修不可

UPLB農学英語演習 2 2年次以上

食料と環境を支える工学 3年次以上 食料環境システム学科履修不可

Global Tooics in Animal Science 3年次以上 農学部生履修不可

植物資源学 1 3年次以上 農学部生履修不可

放射線科学l 1 3年次以上

放射線科学2 3年次以上

生物科学英語リスニング演習 1 3年次以上 環境生物学コース履修不可

進化生態学 2 3年次以上 農学部生履修不可

高度教養セミナー農学部生産環境工学入門 1 3年次以上

高度教養セミナー農学部応用動物学入門 3年次以上
高度教養セミナー農学部応用植物学入門 1 3年次以上 上限l単位まで
高度教養セミナー農学部応用生命化学入門 1 3年次以上
高度教養セミナー農学部環境生物学入門 1 3年次以上

附則

この内規は，平成28年4月1日から施行する。
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附則

この内規は，平成29年4月1日から施行する。
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18 農学部・農学研究科学生の「神戸大学自然系短期留学プログラム
(International Research Activity Program: IRAP）」
参加に関する申合せ

農学部・農学研究科に在籍する学生が，以下の国際研究活動

1.海外で開催される国際会議での研究発表

2.海外で開催される国際会議，ワークショップ，サマースクール等への参加

3.海外大学等の研究機関への 研究目的による訪問

4.海外での調査研究のための渡航

5.その他，研究・学修上必要な海外渡航

平成28年 1月8日制定

を実施する際には、原則として所定のIRAP参加屈を提出して神戸大学自然系短期留学プログラム

(IRAP）に参加するものとする。なお、旅費の使用目的がIRAP参加にそぐわない場合はこの限りで

はない。

IRAPに参加した学生は，帰国後に渡航の事実を証する書類（国際会議の参加証など）の写しを提出

するものとする。ただし適当な書類が得られない場合は，旅券の写しをもって代えることができる。

付記：本申し合わせは，2年程度運用ののち，状況に応じて見直しを行うことがある。

この取扱いは，平成28年 1月8日から施行する。
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海外渡航届

年 月 日届出

神戸大学農学部長・農学研究科長殿

学籍番号

自宅電話番号

担当教員
（指導教員，学生委員等）

このたび，下記のとおり海外渡航いたしますので，

名
一
号一番一話一電一帯

氏
一
携

Eメールアドレス

お届けします。

記

海外渡航中の連絡先等

く教育研究に関わる海外渡航＞
ロ協定校への交換留学 口海外外国語研修 口海外インターンシップ

海外渡航の種類 口調査研究，学会発表（・担当教員が把握するもの）ロゼミ旅行（・担当教員が把握するもの）
口私費留学（’担当教員が把握するもの。休学する場合も含む）
口その他【 】（公認課外活動団体の遠征旅行など）

IRAP 口該当（・要指導教員署名） 口非該当 （※該非については指導教員に確認すること）

海外渡航期間
20 年 月 日～ 20 年 用 日

（渡航日～帰国日）

渡 航 先
（国名・都市名）

経 由 国
（国名・都市名）

宿 泊 先
住 所

電 話 番 号 Eメールアドレス
（国番号から記入） （海外で使えるもの）

留学・研修先 留学・研修先
大学・語学学校名 電話番号（国番号含）

パスポート No.
ピザの種類

（該当者のみ）
学生教育研究 加入 ． 未加入 ※未加入の場合，速やかに加入すること。
災害傷害保険 （「正課Jr学校行事jと認められる場合，海外においても保険の対象となります）

海外旅行者傷害保険 加入 ． 未加入 ※未加入の場合，速やかに加入すること。

海外旅行者傷害保険 海外旅行者傷害保険
保険会社名 保険証番号

圏内緊急連絡先

｜ 氏名｜ ｜ 続 柄 ｜

｜住所「
｜自宅電話番号｜ ｜携帯電話番号｜

以下のことを確認しました。（口にチェックしてください。）

口保護者等の家族に日程表などを渡し，家族は，本渡航について了解しています。
口渡航先に外務省「危険情報Jが発出されていないことを確認しました。（ただし，低いレベルの「危険情報Jが発出さ
れている渡航先に限っては，安全対策を行ったうえで，担当教員が了承する場合は，渡航できます。）

口外務省海外旅行登録［たびレジJへの登録又は「在留届jを提出しました。（外国での住所・居所を定めず3ヶ月以上波
航する場合は「在留届j，それ以外の場合は「たびレジjへの登録をお願いします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp)

※上記「担当教員が把握するもの」「IRAP」に該当する場合，担当教員の署名

印

注 この海外渡航届に記載された個人情報については，倒人情報保趨法等を遵守のうえ適切に取り扱うこととし，在学中において，海外渡航の危機管理（事故が起こったとき

の対応など）のために使用する場合のほか，修学指導上必要な場合に限9利用します。
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