
前学期

区分 分野等 シラバスコード ナンバリングコード 開講時期 授業科目 授業題目 担当教員 所属
学部 指定学部クラス等 教室 備考 変更日

基盤 PE KB3007 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA － 髙木　有美 非 １年ＰＡ 共通４５ 担当教員変更 4月1日

基盤 PE KB3108 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA － 髙木　有美 非 １年Ｔ 共通４５ 担当教員変更 4月1日

基盤 PE KB3208 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA － 鈴木　悠香 非 １年ＬＳ 共通４５ 担当教員変更 4月1日

基盤 PE KB3501 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA － 小林　邦彦 機構 ２年ＬＰＳ 共通１４
担当教員変更

教室変更
4月1日

基盤 PE KB3509 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA － 髙木　有美 非 ２年ＬＰＳ 共通４１
担当教員変更

教室変更
4月1日

基盤 PE KB3536 KB-ENG-232 前期 Advanced English IＩIA － 鈴木　悠香 非 ３年ＰＳ 共通４７ 担当教員変更 4月1日

基盤 科学 KB6203 KB-PHY-131 １Ｑ 物理学基礎 － 中石　克也 農 １年ＳＴＡ 共通２３ 担当教員変更 4月1日

基盤 ヒューマニティーズ KB0781 KB-HUM-131 １Ｑ 思想・文学 日本人の死生観 伊藤　聡 人文 ２年Ｔ（フレ） 工学部E1-21 講時変更 4月1日

基盤 Ｐ＆Ａ KB0791 KB-PAA-131 １Ｑ 音楽文化 オペラの世界 谷川　佳幸 教育 ２年Ｔ（フレ） 工学部E1-41 講時変更 4月1日

基盤 グローバル KB0821 KB-GHS-131 １Ｑ 日本国憲法 憲法と人権 飛田　綾子 非 ２年Ｔ(フレ) 工学部E1-10 講時変更 4月1日

基盤 グローバル KB0822 KB-GHS-131 ２Ｑ 日本国憲法 憲法と政治制度 飛田　綾子 非 ２年Ｔ(フレ) 工学部E1-10 講時変更 4月1日

基盤 ライフデザイン KB0901 KB-LID-231-COP ２Ｑ ライフデザイン 社会と私（T3） 小磯　重隆、他 機構　他 ３年Ｔ（フレ） 工学部E1-10 講時変更 4月1日

全学 全学 KZ3004 KZ-ARS-332-COE 前期 ５学部混合地域ＰＢＬ Ⅳ - 青木、瀬尾、塚田、八若 機構 １年全学共通 水戸開講 不開講 4月14日

基盤 入門 KB1501 KB-SMI-131 通年 大学入門ゼミ フレッシュマンゼミナール 長谷川、上妻、白岩、安江、小島、西澤 農 １年Ａ(食生命) 共通４１、他 開講期変更 4月21日

基盤 入門 KB1502 KB-SMI-131 通年 大学入門ゼミ フレッシュマンゼミナール 中島、菊田、七夕、小松﨑、西川 農 １年Ａ(地域) 共通３６、他
担当教員変更、

開講期変更
4月21日

基盤 入門 KB1314 KB-SMI-131 通年 大学入門ゼミ 地球環境科学の学び方Ⅰ 山田　卓司 理 １年Ｓ(地球) 理１ 開講期変更 4月22日

基盤 入門 KB1315 KB-SMI-131 通年 大学入門ゼミ 地球環境科学の学び方Ⅱ 若月　泰孝 理 １年Ｓ(地球) 理２ 開講期変更 4月22日

基盤 入門 KB1316 KB-SMI-131 通年 大学入門ゼミ 地球環境科学の学び方Ⅲ 野澤　恵 理 １年Ｓ(地球) 理３ 開講期変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3001 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA ー 福田　浩子 機構 １年ＰＡ ３Ａ講義室 不開講 4月24日
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2020/6/2
令和２年度大学共通教育開講科目（授業題目）一覧の変更について

色の付いている項目です。　修正箇所は
令和２年度大学共通教育科目で開講される科目の修正箇所をお知らせいたします。

曜日・講時



前学期

区分 分野等 シラバスコード ナンバリングコード 開講時期 授業科目 授業題目 担当教員 所属
学部 指定学部クラス等 教室 備考 変更日

2020/6/2
令和２年度大学共通教育開講科目（授業題目）一覧の変更について

色の付いている項目です。　修正箇所は
令和２年度大学共通教育科目で開講される科目の修正箇所をお知らせいたします。

曜日・講時

基盤 ＰＥ KB3010 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA ー 森下　早也香 非 １年ＰＡ 共通３４ 不開講 4月24日

基盤 ＰＥ KB3102 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA ー 森下　早也香 非 １年Ｔ ３Ａ講義室 担当教員変更 4月24日

基盤 ＰＥ KB3201 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA ー 森下　早也香 非 １年ＬＳ ３Ａ講義室 担当教員変更 4月24日

基盤 ＰＥ KB3203 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA ー 森下　早也香 非 １年ＬＳ 共通３４ 不開講 4月24日

基盤 入門 KB1206 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ 音楽を学ぶ意味
山口、谷川、神部、
田中、藤田、門脇   教育 １年Ｐ(音楽) 教育Ｃ４３６ 代表教員変更 5月12日

全学 全学 KZ3005 KZ-ARS-331-COE 前期 地域協創ＰＢＬ - 桐原　武文 機構 ２年全学共通 水戸開講（注） 不開講 5月15日
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４年次以上対象

前学期

区分 分野等 シラバスコード ナンバリングコード 開講時期 授業科目 授業題目 担当教員 所属
学部 指定学部クラス等 教室 備考 変更日

教養 自然 KB6203 KB-PHY-131 １Ｑ 身近な物理学 物理学基礎 中石　克也 農 4年全学共通 共通２３ 担当教員変更 4月1日

教養 人文 KB0781 KB-HUM-131 １Ｑ 人間と思想 日本人の死生観 伊藤　聡 人文 ４年T（Bコース） 工学部E1-21 講時変更 4月1日

教養 人文 KB0791 KB-PAA-131 １Ｑ 人間と文学・芸術 オペラの世界 谷川　佳幸 教育 ４年T（Bコース） 工学部E1-41 講時変更 4月1日

教養 社会 KB0821 KB-GHS-131 １Ｑ 日本国憲法 憲法と人権 飛田　綾子 非 ４年T（Bコース） 工学部E1-10 講時変更 4月1日

教養 社会 KB0822 KB-GHS-131 ２Ｑ 日本国憲法 憲法と政治制度 飛田　綾子 非 ４年T（Bコース） 工学部E1-10 講時変更 4月1日

教養 総合 KB0901 KB-LID-231-COP ２Ｑ 就業力育成・ステップアップ系科目 ライフデザイン 小磯　重隆、他 機構　他 4年T 工学部E1-10 講時変更 4月1日

教養 主題別 KB1314 KB-SMI-131 通年 主題別ゼミナール 地球環境科学の学び方Ⅰ 山田　卓司 理 4年S（地球） 理１ 開講期変更 4月22日

教養 主題別 KB1315 KB-SMI-131 通年 主題別ゼミナール 地球環境科学の学び方Ⅱ 若月　泰孝 理 4年S（地球） 理２ 開講期変更 4月22日

教養 主題別 KB1316 KB-SMI-131 通年 主題別ゼミナール 地球環境科学の学び方Ⅲ 野澤　恵 理 4年S（地球） 理３ 開講期変更 4月22日

教養 主題別 KB1501 KB-SMI-131 通年 主題別ゼミナール フレッシュマンゼミナール 長谷川、上妻、白岩、安江、小島、西澤 農 4年A 共通４１、他 開講期変更 4月21日

教養 主題別 KB1502 KB-SMI-131 通年 主題別ゼミナール フレッシュマンゼミナール 中島、菊田、七夕、小松﨑、西川、増冨 農 4年A 共通３６、他 開講期変更 4月21日

教養 主題別 KB1206 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール 音楽を学ぶ意味
山口、谷川、神部、
田中、藤田、門脇   教育 4年P（音楽） 教育Ｃ４３６ 代表教員変更 5月12日

教養 人文基礎 KS5106 - 前期 文学 - 神田　大吾 人文 ４年L（人コミ） 人文１０ 担当教員変更 5月15日

教養 人文基礎 KS5107 - 前期 文学 - 神田　大吾 人文 ４年L（人コミ） 人文１０ 担当教員変更 5月15日

教養 人文基礎 KS5108 - 前期 コミュニケーション論 ことばの力実践演習 加藤　敏弘 人文 4年P（学校教育・養護） 教育D102 開講期変更 5月15日

教養 人文基礎 KS5109 - 前期 コミュニケーション論 文章作成法Ⅰ 加藤　敏弘 人文 4年P（人間環境） 教育D102 開講期変更 5月15日

教養 社会基礎 KS6101 - １Ｑ 社会科学入門 - 伊藤　純子 人文 ４年L（社会） 人文１０ 担当教員変更 5月15日

教養 社会基礎 KS6104 - ２Ｑ 社会科学入門 - 後藤　玲子 人文 ４年L（社会） 人文１０ 担当教員変更 5月15日

教養 総合 KS8010 - 前期 環境・政策系科目 環境工学 田中　伸厚 工 ４年T（機械） 工学部W1-301 科目追加 5月15日
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令和２年度教養科目開講授業科目（授業題目）一覧等の変更について
2020/6/2

令和２年度教養科目で開講される科目の修正箇所をお知らせいたします。
　修正箇所は 色の付いている項目です。

曜日・講時



後学期

区分 分野等 シラバスコード ナンバリングコード 開講時期 授業科目 授業題目 担当教員 所属
学部 指定学部クラス等 教室 備考 変更日

基盤 PE KB3057 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIB - 髙木　有美 非 １年ＰＡ 共通４５ 担当教員変更 4月1日

基盤 PE KB3158 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIB - 髙木　有美 非 １年Ｔ 共通４５ 担当教員変更 4月1日

基盤 PE KB3258 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIB - 鈴木　悠香 非 １年ＬＳ 共通４５ 担当教員変更 4月1日

基盤 PE KB3551 KB-ENG-133 後期 Advanced English IB - 小林　邦彦 機構 ２年ＬＰＳ 共通１４
担当教員変更
教室変更

4月1日

基盤 PE KB3559 KB-ENG-132 後期 Advanced English IIB - 髙木　有美 非 ２年ＬＰＳ 共通４１
担当教員変更
教室変更

4月1日

基盤 グローバル KB8358 KB-GHS-132-GEP ３Ｑ グローバル・
スタディーズ Basics of International Relations 木村　昌孝 非 １年ＴＡ 共通４５ 授業題目変更 4月1日

全学 全学 KZ4005 KZ-MUL-312-AIM 後期 環境変動適応・防災論 - 田村　誠 ＩＣＡＳ ２年ＬＳＡ 未定 担当教員変更 5月27日

令和２年度大学共通教育開講科目（授業題目）一覧の変更について
2020/6/2

令和２年度大学共通教育科目で開講される科目の修正箇所をお知らせいたします。
　修正箇所は 色の付いている項目です。

曜日・講時
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平成２８年度以前入学生対象

後学期

区分 分野等 シラバスコード ナンバリングコード 開講時期 授業科目 授業題目 担当教員 所属
学部 指定学部クラス等 教室 備考 変更日

教養 総合 KB8358 KB-GHS-132-GEP ３Ｑ 表現・言語系科目 Basics of International Relations 木村　昌孝 非 ４年全学共通 共通４５ 授業題目変更 4月1日金・３

令和２年度教養科目開講授業科目（授業題目）一覧等の変更について
2020/6/2

令和２年度教養科目で開講される科目の修正箇所をお知らせいたします。
　修正箇所は 色の付いている項目です。

曜日・講時
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