
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 子どもと若者をめぐる文化 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

月･１／水･２

月･２／水･１

火･２／木･１

2020/9/18
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

火・１

火・１

木・２

金・３

金・５

木・１

金・５

火・７

火・７

水・７

集中

木・１

月･１／水･２

木・２

木・２

木・２



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

2020/9/18
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

基盤 入門 KB1410 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ 電気電子システム工学ゼミナール 鵜殿　治彦 工 ２年T（電気） 工学部開講
追加開講

再履修者向け
6月18日

基盤 ＰＥ KB3802 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 大津　理香 機構 ２年全学共通 水戸開講 担当教員変更 6月18日

基盤 ＰＥ KB3810 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 鈴木　聡子 機構 ２年Ａ 農学部開講 担当教員変更 6月18日

基盤 異文化 KB7725 KB-CRC-133-JEP,GEP 前期 多文化共生
短期海外研修Ⅰ

(ブルネイオンライン)
瀬尾　匡輝 機構 １年全学共通 水戸開講 追加開講 6月18日

基盤 異文化 KB7726 KB-CRC-133-JEP,GEP 前期 多文化共生
短期海外研修Ⅱ

(ブルネイオンライン)
瀬尾　匡輝 機構 １年全学共通 水戸開講 追加開講 8月27日

基盤 ＰＥ KB3621 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 大山　廉 機構 ３年Ｔ（機・電） 工学部E1-21 担当教員変更 7月27日

基盤 異文化 KB7727 KB-CRC-133-JEP,GEP 前期 多文化共生
短期海外研修Ⅰ（オー
ストラリアオンライン）

青木　香代子 機構 １年全学共通 水戸開講 追加開講 7月27日

基盤 異文化 KB7728 KB-CRC-133-JEP,GEP 前期 多文化共生
短期海外研修Ⅱ（オー
ストラリアオンライン）

青木　香代子 機構 １年全学共通 水戸開講 追加開講 7月27日

基盤 自然 KB8113 KB-NEH-131-COE ２Ｑ 環境と人間 サステイナビリティ学入門
田村　誠、三村　信男、増永　英治、早水　輝
好、野田　真里、堅田　元喜、阿部　信一郎、
成澤　才彦、伊藤　哲司

ＩＣＡＳ １年全学共通 水戸開講 担当教員変更 7月27日

全学 全学 KZ2005 KZ-MUL-331-JEP 前期 日本語教授法演習（海外） - 池田　庸子、安　龍洙 機構 ４年ＬＰ 水戸開講 担当教員変更 7月27日

基盤 異文化 KB7729 KB-CRC-135-JEP 通年 多文化共生
短期海外研修Ⅰ(韓国

オンライン)
安　龍洙 機構 １年全学共通 水戸開講 追加開講 8月27日

基盤 異文化 KB7730 KB-CRC-135-JEP 通年 多文化共生
短期海外研修Ⅱ(韓国

オンライン)
安　龍洙 機構 １年全学共通 水戸開講 追加開講 8月27日

基盤 茨城学 KB2001 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし）
篠嶋、清水､小原、渋谷、蓮井、
原口、小野寺、安藤、三枝、福
与、安、小泉

機構、
他

１年Ｌ（Ⅰ）Ｔ（Ⅰ）
講堂

※日立・阿見VCS対応 担当教員変更 8月27日

月･１／水･２

月･２／水･１

火･２／木･１

火･２／木･１

集中

集中

夏季集中

夏季集中

火・３

集中

集中

水・３

集中

集中

集中

集中

集中

集中

水・３



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

2020/9/18
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 茨城学 KB2002 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし）
篠嶋、清水､小原、渋谷、蓮井、
原口、小野寺、安藤、三枝、福
与、安、小泉

機構、
他

１年Ｌ（Ⅱ）Ｔ（Ⅲ） 講堂 担当教員変更 8月27日

基盤 茨城学 KB2003 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし）
篠嶋、清水､小原、渋谷、蓮井、
原口、小野寺、安藤、三枝、福
与、安、小泉

機構、
他

１年Ｐ 講堂 担当教員変更 8月27日

基盤 茨城学 KB2004 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし）
篠嶋、清水､小原、渋谷、蓮井、
原口、小野寺、安藤、三枝、福
与、安、小泉

機構、
他

１年ＳＴ（Ⅱ）Ａ 講堂 担当教員変更 8月27日

基盤 ＰＥ KB3806 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 髙木　有美 非 ２年Ｔ 工学部開講 担当教員変更 9月18日

水・４

火・４

火・５

夏季集中



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 子どもと若者をめぐる文化 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 社会と私（T3） 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 - １Ｑ 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 - １Ｑ 言語学 - 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

教養 主題別 KB1410 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール 電気電子システム工学ゼミナール 鵜殿　治彦 工 ４年T（電電） 工学部開講
追加開講

再履修者向け 6月18日

金・３

金・５

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
2020/9/18

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

金・５

火・７

火・７

水・７

火・３

木・２

木・２

木・２

木・１

木・１

火・４／金・１

火・４／金・１

金・３

金・３

火・１／木・２

水・５／金・４

月・４

集中



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

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
2020/9/18

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

教養 外国語 KB3802 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 大津　理香 機構 4年全学共通 水戸開講 担当教員変更 6月18日

教養 外国語 KB3810 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 鈴木　聡子 機構 4年全学共通 農学部開講 担当教員変更 6月18日

教養 総合 KB7725 KB-CRC-133-JEP,GEP 前期 表現・言語系科目
短期海外研修Ⅰ

(ブルネイオンライン)
瀬尾　匡輝 機構 4年全学共通 水戸開講 追加開講 6月18日

教養 総合 KB7726 KB-CRC-133-JEP,GEP 前期 表現・言語系科目
短期海外研修Ⅱ

(ブルネイオンライン)
瀬尾　匡輝 機構 4年全学共通 水戸開講 追加開講 6月18日

教養 外国語 KB3621 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル4A 大山　廉 機構 4年全学共通 工学部E1-21 担当教員変更 7月27日

教養 総合 KB7727 KB-CRC-133-JEP,GEP 前期 表現・言語系科目
短期海外研修Ⅰ（オー
ストラリアオンライン）

青木　香代子 機構 １年全学共通 水戸開講 追加開講 7月27日

教養 総合 KB7728 KB-CRC-133-JEP,GEP 前期 表現・言語系科目
短期海外研修Ⅱ（オー
ストラリアオンライン）

青木　香代子 機構 １年全学共通 水戸開講 追加開講 7月27日

教養 総合 KB8113 KB-NEH-131-COE ２Ｑ 地域志向系科目 サステイナビリティ学入門
田村　誠、三村　信男、増永　英治、早水
輝好、野田　真里、堅田　元喜、阿部　信

一郎、成澤　才彦、伊藤　哲司
ＩＣＡＳ １年全学共通 水戸開講 担当教員変更 7月27日

教養 総合 KB7729 KB-CRC-135-JEP 通年 表現・言語系科目
短期海外研修Ⅰ(韓国

オンライン)
安　龍洙 機構 4年全学共通 水戸開講 追加開講 8月27日

教養 総合 KB7730 KB-CRC-135-JEP 通年 表現・言語系科目
短期海外研修Ⅱ(韓国

オンライン)
安　龍洙 機構 4年全学共通 水戸開講 追加開講 8月27日

教養 総合 KB2001 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
篠嶋、清水､小原、渋谷、蓮
井、原口、小野寺、安藤、三

枝、福与、安、小泉
機構、他 4年全学共通  講堂※日立・阿見VCS対応 担当教員変更 8月27日

教養 総合 KB2002 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
篠嶋、清水､小原、渋谷、蓮
井、原口、小野寺、安藤、三

枝、福与、安、小泉
機構、他 4年全学共通 講堂 担当教員変更 8月27日

教養 総合 KB2003 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
篠嶋、清水､小原、渋谷、蓮
井、原口、小野寺、安藤、三

枝、福与、安、小泉
機構、他 4年全学共通 講堂 担当教員変更 8月27日

教養 総合 KB2004 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
篠嶋、清水､小原、渋谷、蓮
井、原口、小野寺、安藤、三

枝、福与、安、小泉
機構、他 4年全学共通 講堂 担当教員変更 8月27日

教養 外国語 KB3806 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 髙木　有美 非 4年全学共通 工学部開講 担当教員変更 9月18日

集中

集中

集中

夏季集中

夏季集中

火・４

火・５

水・３

集中

集中

水・３

水・４

集中

集中

夏季集中



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

基盤
ヒューマ
ニティー

ズ
KB7893 KB-HUM-111 ３Ｑ 歴史・考古学 満洲経済史(日本人実業界の形成) 向野　康江 教育 １年ＴＡ 共通３５ 不開講 6月18日

基盤
グロー
バル KB8260 KB-GHS-131 ３Ｑ 公共社会 平和のための政治A 平井　朗 非 １年ＴＡ 共通３５ 担当教員変更 6月18日

基盤
グロー
バル KB8272 KB-GHS-131 ４Ｑ 公共社会 平和のための政治B 平井　朗 非 １年ＴＡ 共通３５ 担当教員変更 6月18日

全学 全学 KZ3001 KZ-ARS-331-COE 後期 ５学部混合地域ＰＢＬ Ⅰ - 篠嶋　妥 機構 １年全学共通 水戸開講
担当教員変更
開講学期変更

6月18日

全学 全学 KZ3002 KZ-ARS-331-COE 後期 ５学部混合地域ＰＢＬ Ⅱ - 篠嶋　妥 機構 ２年全学共通 水戸開講
担当教員変更
開講学期変更

6月18日

基盤 異文化 KB7756 KB-CRC-132-JEP,GEP ３Ｑ 人間とコミュニケーション International Exchange 李　珠姫 非 １年ＬＰＳ 共通２４ 担当教員変更 7月27日

基盤 異文化 KB7774 KB-CRC-132-GEP ４Ｑ 人間とコミュニケーション International Exchange 李　珠姫 非 １年ＴＡ 共通４５ 担当教員変更 7月27日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7966 KB-PAA-131 ３Ｑ スポーツ文化 アメリカのスポーツ文化 奥平　柾道 非 １年ＬＰＳ ３Ｃ講義室 追加開講 7月27日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7967 KB-PAA-131 ４Ｑ スポーツ文化 アメリカのスポーツ文化 奥平　柾道 非 １年ＴＡ ３Ｃ講義室 追加開講 7月27日

基盤 自然 KB8151 KB-NEH-131 ３Ｑ 技術と社会 AI・データサイエンス入門
山本　一幸、山崎　大、羽渕
裕真、佐藤　伸也、小西　康
文、栗原　和美、鈴木　智也

ＩＴ　他 １年ＬＰ 共通３７ 担当教員変更 7月27日

基盤 自然 KB8162 KB-NEH-131 ４Ｑ 技術と社会 AI・データサイエンス入門
山本　一幸、山崎　大、羽渕
裕真、佐藤　伸也、小西　康
文、栗原　和美、鈴木　智也

ＩＴ　他 １年全学共通 共通３７ 担当教員変更 7月27日

基盤 自然 KB8197 KB-NEH-131-COE ３Ｑ 環境と人間 霞ヶ浦と流域活動
黒田　久雄、藤田　昌

史、山口　直文 農 １年全学共通 水戸開講 担当教員変更 7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

月・１

月・２

火・２

火・１

火・１

金・３

集中

木・３

金・３

金・３

集中

2020/10/1
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

集中

木・３

木・３

金・４

金・４

火・５

火・５

集中



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

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
2020/10/1

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

基盤
グロー
バル KB8375 KB-GHS-131 ３Ｑ 公共社会 みんなの"イバダイ"学

佐藤　環、太田　寛行、久
留主　泰朗、佐川　泰弘 教育 １年全学共通 共通４７ 担当教員変更 7月27日

全学 全学 KZ2052 KZ-MUL-331-JEP 後期 日本語教授法演習 -
青木　香代子、八若　壽美
子、池田　庸子、安　龍洙、

瀬尾　匡輝
機構 ３年ＬＰ 水戸開講 担当教員変更 7月27日

全学 全学 KZ2053 KZ-MUL-331-JEP 後期 日本語教授法演習（海外） -
八若　壽美子、安
龍洙、池田　庸子

機構 ３年ＬＰ 水戸開講 担当教員変更 7月27日

基盤 ＰＥ KB3051 KB-ENG-133 後期 Integrated English IB - 福田　浩子 機構 １年ＰＡ ３Ａ講義室 不開講 8月27日

基盤 ＰＥ KB3060 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIB - 森下　早也香 非 １年ＰＡ 共通３４ 不開講 8月27日

基盤 ＰＥ KB3152 KB-ENG-133 後期 Integrated English IB - 森下　早也香 非 １年Ｔ ３Ａ講義室 担当教員変更 8月27日

基盤 ＰＥ KB3251 KB-ENG-133 後期 Integrated English IB - 森下　早也香 非 １年ＬＳ ３Ａ講義室 担当教員変更 8月27日

基盤 ＰＥ KB3253 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIB - 森下　早也香 非 １年ＬＳ 共通３４ 不開講 8月27日

基盤 ＰＥ KB3451 KB-ENG-133 後期 Integrated English IA - 福田　浩子 機構 １年全学共通 ３Ａ講義室 不開講 8月27日

基盤
ヒューマ
ニティー

ズ
KB7892 KB-HUM-111 ４Ｑ 歴史・考古学 満洲経済史(日本人実業界の形成) 向野　康江 教育 １年ＬＰＳ 共通３５ 不開講 8月27日

基盤 自然 KB8197 KB-NEH-131-COE ３Ｑ 環境と人間 霞ヶ浦と流域活動
黒田　久雄、藤田　昌史、
山口　直文、福島　武彦、
中島　良浩、鈴木　隆志

農 １年全学共通 水戸開講 担当教員変更 8月27日

基盤
グロー
バル KB8276 KB-GHS-131 ４Ｑ 公共社会 生命保険を考える（生命保険協会提供講座）

篠島　妥、小島　浩治、鈴
木　孝昌、天野　明治、瀬

戸　信之
工 １年ＬＰＳ 共通４６ 担当教員変更 8月27日

基盤
グロー
バル

KB8277 KB-GHS-131 ３Ｑ 公共社会 Society5.0と人材育成 柴原　宏一 非 １年全学共通 未定 追加開講 8月27日

基盤
グロー
バル KB8368 KB-GHS-131 ３Ｑ 公共社会 生命保険を考える（生命保険協会提供講座）

篠島　妥、小島　浩治、鈴
木　孝昌、天野　明治、瀬

戸　信之
工 １年ＴＡ 共通４６ 担当教員変更 8月27日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7960 KB-PAA-131-COE ３Ｑ ダンス・演劇文化 水戸芸術館で学ぶ音楽、演劇、美術
田中、門脇、木村、中
村、井上、後藤 教育 １年ＴＡ 共通３０ 担当教員変更 8月27日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7953 KB-PAA-131-COE ４Ｑ ダンス・演劇文化 水戸芸術館で学ぶ音楽、演劇、美術
田中、門脇、木村、中
村、井上、竹久 教育 １年ＬＰＳ 共通３０ 担当教員変更 8月27日

基盤 ＰＥ KB3552 KB-ENG-133 後期 Advanced English IB - 保科　伸子 機構 ２年ＬＰＳ ３Ａ講義室 担当教員変更 9月18日

基盤 ＰＥ KB3557 KB-ENG-132 後期 Advanced English IIB - 大山　廉、鈴木　聡子 機構 ２年ＬＰＳ 共通１３ 担当教員変更 9月18日

基盤 ＰＥ KB3751 KB-ENG-133 後期 Advanced English IB - 保科　伸子 非 ２年Ａ
農学部講義棟１

０３講義室
担当教員変更 9月18日

月・４

月・１

集中

集中

火・２

火・２

月・１

月・２

木･１／木･２

集中

月・４

金・5

金・３

木・３

火・１

月・１

木・３

木・３

火・１



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

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
2020/10/1

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

基盤 ＰＥ KB3857 KB-ENG-133 後期 Advanced English IB - 保科　伸子 非 ２年Ａ 農学部開講 担当教員変更 9月18日

基盤 心と体 KB5165 KB-PHA-121 後期 身体活動 チームスポーツ:バスケットボール 奥平　柾道 非 １年Ｔ（Ⅰ）
第１アリーナ
（大体育館）

担当教員変更 9月18日

基盤 心と体 KB5168 KB-PHA-121 後期 身体活動 チームスポーツ:バスケットボール 奥平　柾道 非 １年Ｔ（Ⅱ）
第１アリーナ
（大体育館）

担当教員変更 9月18日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7954 KB-PAA-131 ４Ｑ 美術文化 絵画入門 片口　直樹 教育 １年ＬＰＳ 教育Ｂ１０４ 教室変更 9月18日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7964 KB-PAA-131 ４Ｑ 美術文化 絵画入門 片口　直樹 教育 １年ＴＡ 教育Ｂ１０４ 教室変更 9月18日

基盤 自然 KB8199 KB-NEH-131 ４Ｑ 技術と社会 AI・データサイエンス入門 岡山　毅・石井　順恵 非 １年Ａ 共通３０ 追加開講 9月18日

基盤 グローバル KB0871 KB-GHS-111 ３Ｑ  グローバル・スタディーズ 国際語としての日本語の発想 村上　雄太郎 工 １年Ｔ(フレ) 工学部E1-21 指定学部クラス等修正 9月18日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7961 KB-PAA-131 ３Ｑ 音楽文化 クラシック音楽の魅力ーバッハからドビュッシーへの旅路ー 神部　智 教育 １年ＴＡ 教育Ｃ４０１ 教室変更 10月1日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7962 KB-PAA-131 ３Ｑ 音楽文化 独唱の喜び 藤田　文子 教育 １年ＴＡ 教育Ｃ４３６ 教室変更 10月1日

基盤 自然 KB8156 KB-NEH-131 ３Ｑ 環境と人間 ものづくりと図法幾何学の基礎 伊藤　伸英 工 １年ＬＰ 共通３０ 教室変更 10月1日

基盤 グローバル KB8259 KB-GHS-131-COE ３Ｑ 公共社会 現代社会論A 俣野　美咲 人文 １年ＬＰＳ 共通２４ 担当教員変更 10月1日

基盤 グローバル KB8271 KB-GHS-131-COE ４Ｑ 公共社会 現代社会論B 太田　美奈子 人文 １年ＬＰＳ 共通２４ 担当教員変更 10月1日

基盤 グローバル KB8277 KB-GHS-131 ３Ｑ 公共社会 Society5.0と人材育成 柴原　宏一 非 １年全学共通 共通１１ 教室変更 10月1日

基盤 グローバル KB8554 KB-GHS-131-COE ４Ｑ 公共社会 アスリートの世界～鹿島アントラーズとの提携を通して～ 加藤　敏弘、他 人文・非 １年全学共通 水戸開講 開講時期変更 10月1日

金・１

金・２

木・３

金・４

春季集中

火・５

火・６

木・３

木・３

火・５

月・４

月・４

金・5

集中



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

教養 人文 KB7893 KB-HUM-111 ３Ｑ 人間と歴史 満洲経済史(日本人実業界の形成) 向野　康江 教育 ４年全学共通 共通３５ 不開講 6月18日

教養 社会 KB8260 KB-GHS-131 ３Ｑ 社会と政治 平和のための政治A 平井　朗 非  ４年全学共通（人社を除く） 共通３５ 担当教員変更 6月18日

教養 社会 KB8272 KB-GHS-131 ４Ｑ 社会と政治 平和のための政治B 平井　朗 非  ４年全学共通（人社を除く） 共通３５ 担当教員変更 6月18日

教養 総合 KB7756 KB-CRC-132-JEP,GEP ３Ｑ 表現・言語系科目 International Exchange 李　珠姫 非 4年全学共通 共通２４ 担当教員変更 7月27日

教養 総合 KB7774 KB-CRC-132-GEP ４Ｑ 表現・言語系科目 International Exchange 李　珠姫 非 4年全学共通 共通４５ 担当教員変更 7月27日

教養 総合 KB7966 KB-PAA-131 ３Ｑ 身体・行動系科目 アメリカのスポーツ文化 奥平　柾道 非 ４年全学共通 ３Ｃ講義室 追加開講 7月27日

教養 総合 KB7967 KB-PAA-131 ４Ｑ 身体・行動系科目 アメリカのスポーツ文化 奥平　柾道 非 ４年全学共通 ３Ｃ講義室 追加開講 7月27日

教養 総合 KB8151 KB-NEH-131 ３Ｑ 文明・技術系科目 AI・データサイエンス入門
山本　一幸、山崎　大、羽渕
裕真、佐藤　伸也、小西　康
文、栗原　和美、鈴木　智也

ＩＴ　他 ４年全学共通 共通３７ 担当教員変更 7月27日

教養 総合 KB8162 KB-NEH-131 ４Ｑ 文明・技術系科目 AI・データサイエンス入門
山本　一幸、山崎　大、羽渕
裕真、佐藤　伸也、小西　康
文、栗原　和美、鈴木　智也

ＩＴ　他 ４年全学共通 共通３７ 担当教員変更 7月27日

教養 総合 KB8197 KB-NEH-131-COE ３Ｑ 地域志向系科目 霞ヶ浦と流域活動
黒田　久雄、藤田
昌史、山口　直文

農 ４年全学共通 水戸開講 担当教員変更 7月27日

教養 総合 KB8375 KB-GHS-131 ３Ｑ 社会・国際系科目 みんなの"イバダイ"学
佐藤　環、太田　寛行、久
留主　泰朗、佐川　泰弘 教育 ４年全学共通 共通４７ 担当教員変更 7月27日

教養 人文 KB7892 KB-HUM-111 ４Ｑ 人間と歴史 満洲経済史(日本人実業界の形成) 向野　康江 教育 ４年全学共通 共通３５ 不開講 8月27日

教養 総合 KB8197 KB-NEH-131-COE ３Ｑ 地域志向系科目 霞ヶ浦と流域活動
黒田　久雄、藤田　昌史、
山口　直文、福島　武彦、
中島　良浩、鈴木　隆志

農 ４年全学共通 水戸開講 担当教員変更 8月27日

教養 社会 KB8276 KB-GHS-131 ４Ｑ 社会と人間 生命保険を考える（生命保険協会提供講座）

篠島　妥、小島　浩治、鈴
木　孝昌、天野　明治、瀬

戸　信之
工  ４年全学共通（人社を除く） 共通４６ 担当教員変更 8月27日

教養 社会 KB8277 KB-GHS-131 ３Ｑ 社会と人間 Society5.0と人材育成 柴原　宏一 非  ４年全学共通（人社を除く） 未定 追加開講 8月27日

教養 社会 KB8368 KB-GHS-131 ３Ｑ 社会と人間 生命保険を考える（生命保険協会提供講座）

篠島　妥、小島　浩治、鈴
木　孝昌、天野　明治、瀬

戸　信之
工  ４年全学共通（人社を除く） 共通４６ 担当教員変更 8月27日

教養 総合 KB7960 KB-PAA-131-COE ３Ｑ 地域志向系科目 水戸芸術館で学ぶ音楽、演劇、美術
田中、門脇、木村、中

村、井上、後藤 教育 ４年全学共通 共通３０ 担当教員変更 8月27日

教養 総合 KB7953 KB-PAA-131-COE ４Ｑ 地域志向系科目 水戸芸術館で学ぶ音楽、演劇、美術
田中、門脇、木村、中

村、井上、竹久 教育 ４年全学共通 共通３０ 担当教員変更 8月27日

金・３

木・３

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
2020/10/1

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

金・３

木・３

木・３

金・４

金・４

木・３

火・５

火・５

集中

月・４

集中

月・４

金・5

金・３

木・３

木・３



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

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
2020/10/1

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

教養 外国語 KB3552 KB-ENG-133 後期 総合英語 プレレベル３B 保科　伸子 機構 4年全学共通 ３Ａ講義室 担当教員変更 9月18日

教養 外国語 KB3557 KB-ENG-132 後期 総合英語 レベル３B 大山　廉、鈴木　聡子 機構 4年全学共通 共通１３ 担当教員変更 9月18日

教養 外国語 KB3751 KB-ENG-133 後期 総合英語 プレレベル３B 保科　伸子 非 4年全学共通 農学部講義棟１０３講義室 担当教員変更 9月18日

教養 外国語 KB3857 KB-ENG-133 後期 総合英語 プレレベル３B 保科　伸子 非 4年全学共通 農学部開講 担当教員変更 9月18日

教養 健スポ KB5165 KB-PHA-121 後期 身体活動 チームスポーツ(バスケットボール) 奥平　柾道 非 4年Ｔ  第１アリーナ（大体育館） 担当教員変更 9月18日

教養 健スポ KB5168 KB-PHA-121 後期 身体活動 チームスポーツ(バスケットボール) 奥平　柾道 非 4年T  第１アリーナ（大体育館） 担当教員変更 9月18日

教養 人文 KB7954 KB-PAA-131 ４Ｑ 人間と文学・芸術 絵画入門 片口　直樹 教育 ４年全学共通 教育Ｂ１０４ 教室変更 9月18日

教養 人文 KB7964 KB-PAA-131 ４Ｑ 人間と文学・芸術 絵画入門 片口　直樹 教育 ４年全学共通 教育Ｂ１０４ 教室変更 9月18日

教養 人文 KB7961 KB-PAA-131 ３Ｑ 人間と文学・芸術
クラシック音楽の魅力ーバッハ
からドビュッシーへの旅路ー 神部　智 教育 ４年全学共通 教育Ｃ４０１ 教室変更 10月1日

教養 人文 KB7962 KB-PAA-131 ３Ｑ 人間と文学・芸術 独唱の喜び 藤田　文子 教育 ４年全学共通 教育Ｃ４３６ 教室変更 10月1日

教養 総合 KB8156 KB-NEH-131 ３Ｑ 文明・技術系科目 ものづくりと図法幾何学の基礎 伊藤　伸英 工 ４年全学共通 共通３０ 教室変更 10月1日

教養 社会 KB8259 KB-GHS-131-COE ３Ｑ 社会と人間 現代社会論A 俣野　美咲 人文  ４年全学共通（人社を除く） 共通２４ 担当教員変更 10月1日

教養 社会 KB8271 KB-GHS-131-COE ４Ｑ 社会と人間 現代社会論B 太田　美奈子 人文  ４年全学共通（人社を除く） 共通２４ 担当教員変更 10月1日

教養 社会 KB8277 KB-GHS-131 ３Ｑ 社会と人間 Society5.0と人材育成 柴原　宏一 非  ４年全学共通（人社を除く） 共通１１ 教室変更 10月1日

教養 総合 KB8554 KB-GHS-131-COE ４Ｑ 地域志向系科目
アスリートの世界～鹿島アント

ラーズとの提携を通して～ 加藤　敏弘、他 人文・非 ４年全学共通 水戸開講 開講時期変更 10月1日

火・１

月・１

春季集中

火・１

金・１

金・２

木・３

金・４

木・３

集中

木・３

火・５

月・４

月・４

金・5


