
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 実施形態 教室 備考 変更日

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
宮口、大久保、小針、
西原、小川、吉田 農 １年Ａ(食生命) 一部対面 共通１０ 教室変更 3月31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
黒田、久保山、佐藤、浅
木、内田、伊丹 農 １年Ａ(地域) 対面授業 共通３０/４１ 教室変更 3月31日

基盤 茨城学 KB0201 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし） 未定 未定 １年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-22 担当教員変更 3月31日

基盤 ＰＥ KB3630 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - ダッタ　スディプタ 非 ３年Ｔ（情・物・都） 対面授業 工学部E1-11 実施形態変更 3月31日

基盤 全学 KZ1011 KZ-ENG-332-GEP １Ｑ Presentations in English - ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-3A 実施形態変更 3月31日

基盤 全学 KZ1012 KZ-ENG-332-GEP ２Ｑ TOEIC & TOEFL - ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-3A 実施形態変更 3月31日

基盤 入門 KB1117 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ 知的探求入門 西野　由希子 人文 １年Ｌ(人間) 対面授業 人文Ａ２０１ 教室変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3003 KB-ENG-132 前期 Integrated English IA - 塚田　和子 非 １年ＰＡ 対面授業 共通２６ 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3014 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA - トゥール　ティモシー 非 １年ＰＡ 対面授業 共通１２ 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3105 KB-ENG-132 前期 Integrated English IA - 上田　敦子 機構 １年Ｔ 対面授業 ２Ａ講義室 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3116 KB-ENG-132 前期 Integrated English IA - トッド　トレフソン 非 １年Ｔ 対面授業 共通２３ 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3213 KB-ENG-132 前期 Integrated English IA - 塚田　和子 非 １年ＬＳ 対面授業 共通２４ 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB0303 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - フィダルゴ　ジーナ 非 １年Ｔ（フレ） 対面授業 工学部E1-22 授業科目変更 4月9日

基盤 情報 KB4021 KB-INL-131 前期 情報リテラシー - 田附　明夫 農 １年Ａ（地域） 遠隔授業 共通３６ 実施形態変更 4月9日

基盤 入門 KB1102 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ 大学における学びの技法 村上　信夫 人文 １年Ｌ(現社) 対面授業 共通３５ 教室変更 4月22日

基盤 入門 KB1119 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ 知的探求入門 澁谷　浩一 人文 １年Ｌ(人間) 対面授業 ３Ａ講義室 教室変更 4月22日

基盤 入門 KB1205 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ ディスカッションとスピーチ 安原　正貴 教育 １年Ｐ(英語) 一部遠隔 教育Ｂ１０２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3001 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA - トッド　トレフソン 非 １年ＰＡ 対面授業 共通１３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3002 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA - 深谷　充佳 非 １年ＰＡ 対面授業 共通２３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3004 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 森下　早也香 非 １年ＰＡ 対面授業 共通３４ 教室変更 4月22日

2021/7/20
令和３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３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。
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基盤 ＰＥ KB3005 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 上田　敦子 機構 １年ＰＡ 対面授業 共通４６ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3007 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 萩谷　主郎 非 １年ＰＡ 対面授業 共通２５ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3010 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 井上　まゆみ 非 １年ＰＡ 対面授業 共通３２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3011 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 大山　廉 機構 １年ＰＡ 対面授業 ３Ｆ講義室 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3012 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 菊池　武 機構 １年ＰＡ 対面授業 人文１５、２８ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3013 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 伊藤　礼子 非 １年ＰＡ 対面授業 共通４２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3015 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA - 館　深雪 機構 １年ＰＡ 対面授業 ３Ｂ講義室 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3016 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA - 大森　真 機構 １年ＰＡ 対面授業 ２Ａ講義室 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3102 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA - 深谷　充佳 非 １年Ｔ 対面授業 共通２３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3103 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 安原　正貴 教育 １年Ｔ 対面授業 共通２７ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3104 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 井上　まゆみ 非 １年Ｔ 対面授業 共通３２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3105 KB-ENG-132 前期 Integrated English IA - 上田　敦子 機構 １年Ｔ 対面授業 共通４６ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3108 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 萩谷　主郎 非 １年Ｔ 対面授業 共通２５ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3110 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 鈴木　聡子 機構 １年Ｔ 対面授業 共通３６ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3111 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 柴田　博和 非 １年Ｔ 対面授業 共通４２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3113 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 大山　廉 機構 １年Ｔ 対面授業 ３Ｆ講義室 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3114 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 菊池　武 機構 １年Ｔ 対面授業 人文１５、２８ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3115 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 森下　早也香 非 １年Ｔ 対面授業 共通３４ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3116 KB-ENG-132 前期 Integrated English IA - トッド　トレフソン 非 １年Ｔ 対面授業 共通１３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3117 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA - 館　深雪 機構 １年Ｔ 対面授業 ３Ｂ講義室 教室変更 4月22日
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基盤 ＰＥ KB3118 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA - 大森　真 機構 １年Ｔ 対面授業 ２Ａ講義室 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3202 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 伊藤　礼子 非 １年ＬＳ 対面授業 共通４２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3203 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 森下　早也香 非 １年ＬＳ 対面授業 共通３４ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3204 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 上田　敦子 機構 １年ＬＳ 対面授業 人文１１ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3205 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 井上　まゆみ 非 １年ＬＳ 対面授業 共通３２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3207 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 小林　邦彦 機構 １年ＬＳ 対面授業 共通３３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3208 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 鈴木　悠香 非 １年ＬＳ 対面授業 共通１３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3210 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - シャノン　フレデリック 機構 １年ＬＳ 対面授業 共通４６ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3211 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - フィダルゴ　ジーナ 非 １年ＬＳ 対面授業 共通３５ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3212 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 小林　恵美子 非 １年ＬＳ 対面授業 共通２４ 教室変更 4月22日

基盤 総合 KB3213 KB-ENG-132 前期 Integrated English IA - 塚田　和子 非 １年ＬＳ 対面授業 共通３７ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3214 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 鈴木　聡子 機構 １年ＬＳ 対面授業 共通３６ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3215 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 大山　廉 機構 １年ＬＳ 対面授業 人文１３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3216 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 菊池　武 機構 １年ＬＳ 対面授業 共通１１、４７ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3217 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA - 大津　理香 機構 １年ＬＳ 対面授業 共通２２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3220 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA - 大森　真 機構 １年ＬＳ 対面授業 人文１５ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3502 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA - ユルーン　ボーダ 非 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通３４ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3503 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA - 大津　理香 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通２４ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3504 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA - 鈴木　悠香 非 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通１３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3506 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 菊池　武 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通１１、４７ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3508 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 小林　恵美子 非 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通２２ 教室変更 4月22日
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基盤 ＰＥ KB3509 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 井上　まゆみ 非 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通３２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3510 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 上田　敦子 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 人文１１ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3505 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIIA - 塚田　和子 非 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通３７ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3515 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 大森　真 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 人文１５ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3516 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - シャノン　フレデリック 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通４６ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3518 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 森田　一洋 非 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通３０ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3501 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIIC - 小林　邦彦 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通３３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3507 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIIC - 大山　廉 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 人文１３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3522 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - 伊藤　礼子 非 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通４１ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3524 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - 岡崎　正男 人文 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通３１ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3526 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 萩谷　主郎 非 ３年Ｌ 対面授業 共通２５ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3527 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 鈴木　聡子 機構 ３年Ｌ 対面授業 共通３６ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3528 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 森下　早也香 非 ３年Ｌ 対面授業 共通３４ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3529 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 鈴木　悠香 非 ３年Ｌ 対面授業 共通１３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3530 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - 大津　理香 機構 ３年Ｌ 対面授業 共通２２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3533 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 上田　敦子 機構 ３年ＰＳ 対面授業 人文１１ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3534 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 大山　廉 機構 ３年ＰＳ 対面授業 人文１３ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3535 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 菊池　武 機構 ３年ＰＳ 対面授業 共通１１、４７ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3537 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 西野　博道 非 ３年ＰＳ 対面授業 共通２２ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3539 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 大森　真 機構 ３年ＰＳ 対面授業 人文１５ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3541 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 鈴木　聡子 機構 ３年ＰＳ 対面授業 共通３６ 教室変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3542 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - シャノン　フレデリック 機構 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通４６ 教室変更 4月22日
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基盤 ＰＥ KB3544 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - 伊藤　礼子 非 ３年ＰＳ 対面授業 共通４１ 教室変更 4月22日

基盤 情報 KB4021 KB-INL-131 前期 情報リテラシー - 田附　明夫 農 １年Ａ（地域） 遠隔授業 共通４２ 教室変更 4月22日

基盤 情報 KB4022 KB-INL-131 前期 情報リテラシー - 長澤　淳 農 １年Ａ（食生命） 遠隔授業 共通２７ 教室変更 4月22日

基盤 心と体 KB5202 KB-SFH-131 １Ｑ 健康の科学 人間関係と自己理解の心理学 正保　春彦 人文 １年Ｐ 対面授業 教育Ｄ１０２ 教室変更 4月22日

基盤 科学 KB6308 KB-MAT-131 前期 微積分学 - 岡　裕和 工 １年Ｔ 一部対面 共通２７ 教室変更 4月22日

基盤 科学 KB6401 KB-PHY-131 １Ｑ 力学入門 - 山崎　大 機構 １年Ｔ 遠隔授業 ３Ａ講義室 教室変更 4月22日

基盤 科学 KB6402 KB-PHY-131 ２Ｑ 力学基礎 - 山崎　大 機構 １年Ｔ 遠隔授業 ３Ａ講義室 教室変更 4月22日

基盤 異文化 KB7102 KB-GER-131-JEP 前期 ドイツ語Ⅰ ドイツ語Ⅰ（２） 伊藤満広／市川宏子 非 １年Ｌ 対面授業 ３Ａ講義室 教室変更 4月22日

基盤 異文化 KB7501 KB-SPA-131-JEP 前期 スペイン語Ⅰ スペイン語Ⅰ 福田　大治 非 １年Ｌ 対面授業 共通３０ 教室変更 4月22日

基盤 自然 KB8111 KB-NEH-131-COE 前期 環境と人間
身近な事例から最新の地域防

災を考えるI

酒井宗寿、若月 泰孝、桑原 祐史、
伊藤 哲司、熊澤 貴之、齋藤 芳徳、
他

iRIC 他 １年全学共通 対面授業 水戸開講 実施形態変更 4月22日

基盤 全学 KZ3004 KZ-ARS-331-COE 前期 ５学部混合地域ＰＢＬ Ⅳ -
八若、青木、瀬尾、
胡

機構 １年全学共通 遠隔授業 水戸開講 実施形態変更 4月22日

基盤 ＰＥ KB3521 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC 君塚　淳一 教育 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通１０ 教室変更 4月23日

基盤 入門 KB1107 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ 大学における学びの技法 横溝　環 人文 １年Ｌ(現社) 対面授業 人文１１ 教室変更 4月26日

基盤 入門 KB1402 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
島影、山田、青野、
鵜殿、辻 工 １年Ｔ(電気) 一部遠隔

共通２２/２４/
３２/３５/３６

教室変更 5月11日

基盤 茨城学 KB0201 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし） 伊藤　雅一 機構 １年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-22 担当教員変更 5月20日

基盤 ＰＥ KB3001 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA - トッド　トレフソン 非 １年ＰＡ 遠隔授業 共通１３ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3004 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 森下　早也香 非 １年ＰＡ 遠隔授業 共通３４ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3110 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA 鈴木　聡子 機構 １年Ｔ 遠隔授業 共通３６ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3115 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 森下　早也香 非 １年Ｔ 遠隔授業 共通３４ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3116 KB-ENG-132 前期 Integrated English IA - トッド　トレフソン 非 １年Ｔ 遠隔授業 共通１３ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3201 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA - 佐々木　友美 機構 １年ＬＳ 遠隔授業 共通２６ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3203 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 森下　早也香 非 １年ＬＳ 遠隔授業 共通３４ 実施形態変更 6月11日
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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 実施形態 教室 備考 変更日

2021/7/20
令和３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３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 KB3211 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - フィダルゴ　ジーナ 非 １年ＬＳ 遠隔授業 共通３５ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3212 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - 小林　恵美子 非 １年ＬＳ 遠隔授業 共通２４ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3214 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA 鈴木　聡子 機構 １年ＬＳ 遠隔授業 共通３６ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3219 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA - トッド　トレフソン 非 １年ＬＳ 遠隔授業 共通２３ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB0303 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA - フィダルゴ　ジーナ 非 １年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-22 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3502 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA - ユルーン　ボーダ 非 ２年ＬＰＳ 遠隔授業 共通３４ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3508 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 小林　恵美子 非 ２年ＬＰＳ 遠隔授業 共通２４ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3513 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 佐々木　友美 機構 ２年ＬＰＳ 遠隔授業 共通２６ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3522 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - 伊藤　礼子 非 ２年ＬＰＳ 遠隔授業 共通４１ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3601 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIIA - ユルーン　ボーダ 非 ２年Ｔ（機・電） 遠隔授業 工学部E1-23 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3606 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA 鈴木　聡子 機構 ２年Ｔ（機・電） 遠隔授業 工学部E1-21 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3609 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA - 落合　直子 非 ２年Ｔ（情・物・都） 遠隔授業 工学部E1-11 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3615 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - ユルーン　ボーダ 非 ２年Ｔ（情・物・都） 遠隔授業 工学部E1-34 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB0311 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA - 落合　直子 非 ２年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-33 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB0313 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - フィダルゴ　ジーナ 非 ２年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-22 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3701 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA - 谷村　久美子 非 ２年Ａ 遠隔授業
農学部講義棟
１０３講義室

実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3702 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIIC - 佐々木　友美 機構 ２年Ａ 遠隔授業
農学部講義棟
１０１講義室

実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3527 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA 鈴木　聡子 機構 ３年Ｌ 遠隔授業 共通３６ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3528 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - 森下　早也香 非 ３年Ｌ 遠隔授業 共通３４ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3536 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 佐々木　友美 機構 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通２６ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3540 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - トッド　トレフソン 非 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通２３ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3541 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA 鈴木　聡子 機構 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通３６ 実施形態変更 6月11日
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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 実施形態 教室 備考 変更日

2021/7/20
令和３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３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 KB3544 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - 伊藤　礼子 非 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通４１ 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3617 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA 鈴木　聡子 機構 ３年Ｔ（機・電） 遠隔授業 工学部E1-22 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3619 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - ユルーン　ボーダ 非 ３年Ｔ（機・電） 遠隔授業 工学部E1-23 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3627 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA - ユルーン　ボーダ 非 ３年Ｔ（情・物・都） 遠隔授業 工学部E1-34 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB0321 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA 鈴木　聡子 機構 ３年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-32 実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3707 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 佐々木　友美 機構 ３年Ａ 遠隔授業
農学部講義棟
１０１講義室

実施形態変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3711 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC - 谷村　久美子 非 ３年Ａ 遠隔授業
農学部講義棟
１０３講義室

実施形態変更 6月11日

基盤 全学 KZ1012 KZ-ENG-332-GEP ２Ｑ TOEIC & TOEFL - ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-24 教室変更 6月11日

基盤 ＰＥ KB3503 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA - 大津　理香 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通２２ 教室変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3508 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA - 小林　恵美子 非 ２年ＬＰＳ 遠隔授業 共通２４ 教室変更 6月24日

基盤 自然 KB8111 KB-NEH-131-COE 前期 環境と人間
身近な事例から最新の

地域防災を考えるI

酒井宗寿、若月 泰孝、桑原 祐史、
伊藤 哲司、熊澤 貴之、齋藤 芳
徳、三村 信男

iRIC 他 １年全学共通 対面授業 水戸開講 担当教員変更 6月24日

基盤 茨城学 KB2001 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし）
伊藤､小原、渋谷、蓮井、原口、小
川、安藤、三枝、福與、胡、清水、
小泉

機構、他 １年Ｌ（Ⅰ）Ｔ（Ⅰ） 遠隔授業
共通32～35：人文

共通30：工学部（物質）
共通26：工学部（都市）

担当教員変更 7月15日

基盤 茨城学 KB2002 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし）
伊藤､小原、渋谷、蓮井、原口、小
川、安藤、三枝、福與、胡、清水、
小泉

機構、他 １年Ｌ（Ⅱ）Ｔ（Ⅲ） 遠隔授業
共通24，25：人文（人間）
共通10：工学部（機械）
共通30：工学部（電気）

担当教員変更 7月15日

基盤 茨城学 KB2003 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし）
伊藤､小原、渋谷、蓮井、原口、小
川、安藤、三枝、福與、胡、清水、
小泉

機構、他 １年Ｐ 遠隔授業
共通33～35,43

～45
担当教員変更 7月15日

基盤 茨城学 KB2004 KB-IBS-131-COE,COP 通年 茨城学 （題目なし）
伊藤､小原、渋谷、蓮井、原口、小
川、安藤、三枝、福與、胡、清水、
小泉

機構、他 １年ＳＴ（Ⅱ）Ａ 遠隔授業
共通21,23,24,25：理学部
共通34,35:工学部（情報）

共通43,44,46：農学部
担当教員変更 7月15日

基盤 入門 KB1501 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ フレッシュマンゼミナール  宮口、大久保、小針、西原、小川、吉田 農 １年Ａ(食生命) 一部対面 共通１０ 開講時期変更 7月20日

基盤 入門 KB1502 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ フレッシュマンゼミナール 黒田、久保山、佐藤、浅木、内田、伊丹 農 １年Ａ(地域) 対面授業 共通３０/４１ 開講時期変更 7月20日
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平成２８年度以前入学生対象

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 実施形態 教室 備考 変更日

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
宮口、大久保、小針、
西原、小川、吉田 農 １年Ａ(食生命) 一部対面 共通１０ 教室変更 3月31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
黒田、久保山、佐藤、浅
木、内田、伊丹 農 １年Ａ(地域) 対面授業 共通３０/４１ 教室変更 3月31日

教養 総合 KB0201 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学 未定 未定 １年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-22 担当教員変更 3月31日

教養 外国語 KB3630 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A ダッタ　スディプタ 非 ３年Ｔ（情・物・都） 対面授業 工学部E1-11 実施形態変更 3月31日

教養 外国語 KZ1011 KZ-ENG-332-GEP １Ｑ 総合英語 レベル５B ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-3A 実施形態変更 3月31日

教養 外国語 KZ1012 KZ-ENG-332-GEP ２Ｑ 総合英語 レベル５B ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-3A 実施形態変更 3月31日

教養 主題別 KB1117 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール 知的探求入門 西野　由希子 人文 １年Ｌ(人間) 対面授業 人文Ａ２０１ 教室変更 4月9日

教養 情報 KB4021 KB-INL-131 前期 情報処理概論 情報リテラシー 田附　明夫 農 １年Ａ（地域） 遠隔授業 共通４２ 実施形態変更 4月9日

教養 主題別 KB1102 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール 大学における学びの技法 村上　信夫 人文 １年Ｌ(現社) 対面授業 共通３５ 教室変更 4月22日

教養 主題別 KB1119 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール 知的探求入門 澁谷　浩一 人文 １年Ｌ(人間) 対面授業 ３Ａ講義室 教室変更 4月22日

教養 主題別 KB1205 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール ディスカッションとスピーチ 安原　正貴 教育 １年Ｐ(英語) 一部遠隔 教育Ｂ１０２ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3503 KB-ENG-133 前期 総合英語 プレレベル３A 大津　理香 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通２４ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3506 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 菊池　武 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通１１、４７ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3510 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 上田　敦子 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 人文１１ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3515 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 大森　真 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 人文１５ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3516 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A シャノン　フレデリック 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通４６ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3501 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル５A 小林　邦彦 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通３３ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3507 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル５A 大山　廉 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 人文１３ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3522 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A 伊藤　礼子 非 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通４１ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3524 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A 岡崎　正男 人文 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通３１ 教室変更 4月22日

令和３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
2021/7/20

令和３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

木・１

木・１

木・５

木・２

金・２

水・３

水・３

水・６

火・１

火・１

金・２

火・１

火・１

火・１

火・１

火・３

火・１

木・５

火・１

火・１



平成２８年度以前入学生対象

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 実施形態 教室 備考 変更日

令和３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
2021/7/20

令和３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 KB3527 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 鈴木　聡子 機構 ３年Ｌ 対面授業 共通３６ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3530 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A 大津　理香 機構 ３年Ｌ 対面授業 共通２２ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3533 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 上田　敦子 機構 ３年ＰＳ 対面授業 人文１１ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3534 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 大山　廉 機構 ３年ＰＳ 対面授業 人文１３ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3535 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 菊池　武 機構 ３年ＰＳ 対面授業 共通１１、４７ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3539 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 大森　真 機構 ３年ＰＳ 対面授業 人文１５ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3541 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 鈴木　聡子 機構 ３年ＰＳ 対面授業 共通３６ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3542 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A シャノン　フレデリック 機構 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通４６ 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB3544 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A 伊藤　礼子 非 ３年ＰＳ 対面授業 共通４１ 教室変更 4月22日

教養 情報 KB4021 KB-INL-131 前期 情報処理概論 情報リテラシー 田附　明夫 農 １年Ａ（地域） 遠隔授業 共通４２ 教室変更 4月22日

教養 情報 KB4022 KB-INL-131 前期 情報処理概論 情報リテラシー 長澤　淳 農 １年Ａ（食生命） 遠隔授業 共通２７ 教室変更 4月22日

教養 健スポ KB5202 KB-SFH-131 １Ｑ 健康の科学 人間関係と自己理解の心理学 正保　春彦 人文 １年Ｐ 対面授業 教育Ｄ１０２ 教室変更 4月22日

教養 自然基礎 KB6308 KB-MAT-131 前期 数学 微分積分Ⅰ 岡　裕和 工 １年Ｔ 一部対面 共通２７ 教室変更 4月22日

教養 自然基礎 KB6402 KB-PHY-131 ２Ｑ 物理学 力学基礎 山崎　大 機構 １年Ｔ 遠隔授業 ３Ａ講義室 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB7102 KB-GER-131-JEP 前期 独語Ⅰ ドイツ語ⅠA、ⅠB 伊藤満広／市川宏子 非 １年Ｌ 対面授業 ３Ａ講義室 教室変更 4月22日

教養 外国語 KB7501 KB-SPA-131-JEP 前期 スペイン語Ⅰ スペイン語ⅠA、ⅠB 福田　大治 非 １年Ｌ 対面授業 共通３０ 教室変更 4月22日

教養 総合 KB8111 KB-NEH-131-COE 前期 地域志向系科目
身近な事例から最新の地

域防災を考えるI

酒井宗寿、若月 泰孝、桑原
祐史、伊藤 哲司、熊澤 貴之、
齋藤 芳徳、他

iRIC 他 １年全学共通 対面授業 水戸開講 実施形態変更 4月22日

教養 外国語 KB3521 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A 君塚　淳一 教育 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通１０ 教室変更 4月23日

教養 主題別 KB1107 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール 大学における学びの技法 横溝　環 人文 １年Ｌ(現社) 対面授業 人文１１ 教室変更 4月26日

教養 主題別 KB1402 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
島影、山田、青野、
鵜殿、辻

工 １年Ｔ(電気) 一部遠隔
共通２２/２４/
３２/３５/３６

教室変更 5月11日

金・１

金・１

木・２

木・２

木・２

木・２

木・２

木・２

木・２

木・２

木・２

月・３

木・４

月１･火４・

月･２／木･４・

月･２／木･４・

集中・

火・１

金・２

木・３



平成２８年度以前入学生対象

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 実施形態 教室 備考 変更日

令和３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
2021/7/20

令和３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 総合 KB0201 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学 伊藤　雅一 機構 １年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-22 担当教員変更 5月20日

教養 外国語 KB3513 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 佐々木　友美 機構 ２年ＬＰＳ 遠隔授業 共通２６ 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3522 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A 伊藤　礼子 非 ２年ＬＰＳ 遠隔授業 共通４１ 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3601 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル４A ユルーン　ボーダ 非 ２年Ｔ（機・電） 遠隔授業 工学部E1-23 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3606 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 鈴木　聡子 機構 ２年Ｔ（機・電） 遠隔授業 工学部E1-21 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3609 KB-ENG-133 前期 総合英語 プレレベル３A 落合　直子 非 ２年Ｔ（情・物・都） 遠隔授業 工学部E1-11 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3615 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A ユルーン　ボーダ 非 ２年Ｔ（情・物・都） 遠隔授業 工学部E1-34 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB0311 KB-ENG-133 前期 英語Ⅱ 英語ⅡB 落合　直子 非 ２年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-33 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3701 KB-ENG-133 前期 総合英語 プレレベル３A 谷村　久美子 非 ２年Ａ 遠隔授業
農学部講義棟
１０３講義室

実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3702 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル５A 佐々木　友美 機構 ２年Ａ 遠隔授業
農学部講義棟
１０１講義室

実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3527 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 鈴木　聡子 機構 ３年Ｌ 遠隔授業 共通３６ 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3536 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 佐々木　友美 機構 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通２６ 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3541 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 鈴木　聡子 機構 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通３６ 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3544 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A 伊藤　礼子 非 ３年ＰＳ 遠隔授業 共通４１ 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3617 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 鈴木　聡子 機構 ３年Ｔ（機・電） 遠隔授業 工学部E1-22 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3619 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A ユルーン　ボーダ 非 ３年Ｔ（機・電） 遠隔授業 工学部E1-23 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3627 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A ユルーン　ボーダ 非 ３年Ｔ（情・物・都） 遠隔授業 工学部E1-34 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB0321 KB-ENG-132 前期 英語III 英語IIIB 鈴木　聡子 機構 ３年Ｔ（フレ） 遠隔授業 工学部E1-32 実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3707 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 佐々木　友美 機構 ３年Ａ 遠隔授業
農学部講義棟
１０１講義室

実施形態変更 6月11日

教養 外国語 KB3711 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A 谷村　久美子 非 ３年Ａ 遠隔授業
農学部講義棟
１０３講義室

実施形態変更 6月11日

水・４

金・１

木・２

水・３

月・６

水・６

火・１

木・２

水・３

金・２

月・２

月・２

月・１

月・１

木・２

火・１

水・４

金・１

金・１

月・７



平成２８年度以前入学生対象

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 実施形態 教室 備考 変更日

令和３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
2021/7/20

令和３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 KZ1012 KZ-ENG-332-GEP ２Ｑ 総合英語 レベル５B ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-24 教室変更 6月11日

教養 総合 K8001 KY-INS-231-NIP 前期
就業力育成・ステッ

プアップ系科目 生命倫理 壁谷　彰慶 非 ４年ＬＳＴＡ 遠隔授業
農学部講義棟
１０４講義室

不開講 6月11日

教養 外国語 KB3503 KB-ENG-133 前期 総合英語 プレレベル３A 大津　理香 機構 ２年ＬＰＳ 対面授業 共通２２ 教室変更 6月24日

教養 総合 KB8111 KB-NEH-131-COE 前期 地域志向系科目
身近な事例から最新
の地域防災を考えるI

酒井宗寿、若月 泰孝、桑原
祐史、伊藤 哲司、熊澤 貴
之、齋藤 芳徳、三村 信男

iRIC 他 １年全学共通 対面授業 水戸開講 担当教員変更 6月24日

教養 総合 KB2001 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
伊藤､小原、渋谷、蓮井、原口、
小川、安藤、三枝、福與、胡、清
水、小泉

機構、他 １年Ｌ（Ⅰ）Ｔ（Ⅰ） 遠隔授業
共通32～35：人文

共通30：工学部（物質）
共通26：工学部（都市）

担当教員変更 7月15日

教養 総合 KB2002 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
伊藤､小原、渋谷、蓮井、原口、
小川、安藤、三枝、福與、胡、清
水、小泉

機構、他 １年Ｌ（Ⅱ）Ｔ（Ⅲ） 遠隔授業
共通24，25：人文（人間）
共通10：工学部（機械）
共通30：工学部（電気）

担当教員変更 7月15日

教養 総合 KB2003 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
伊藤､小原、渋谷、蓮井、原口、
小川、安藤、三枝、福與、胡、清
水、小泉

機構、他 １年Ｐ 遠隔授業
共通33～35,43

～45
担当教員変更 7月15日

教養 総合 KB2004 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
伊藤､小原、渋谷、蓮井、原口、
小川、安藤、三枝、福與、胡、清
水、小泉

機構、他 １年ＳＴ（Ⅱ）Ａ 遠隔授業
共通21,23,24,25：理学部
共通34,35:工学部（情報）

共通43,44,46：農学部
担当教員変更 7月15日

教養 主題別 KB1501 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール フレッシュマンゼミナール  宮口、大久保、小針、西原、小川、吉田 農 １年Ａ(食生命) 一部対面 共通１０ 開講時期変更 7月20日

教養 主題別 KB1502 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール フレッシュマンゼミナール 黒田、久保山、佐藤、浅木、内田、伊丹 農 １年Ａ(地域) 対面授業 共通３０/４１ 開講時期変更 7月20日

水・４

水・３

火・１

木・１

火・４

火・５

木・１

集中・

水・３

木・２



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 実施形態 教室 備考 変更日

基盤 全学 KZ1073 KZ-ENG-332-GEP ３Ｑ Reading & Discussion - ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-3A 実施形態変更 3月31日

基盤 全学 KZ1074 KZ-ENG-332-GEP ４Ｑ Studies in Particular Fields - ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-3A 実施形態変更 3月31日

基盤 ＰＥ KB3053 KB-ENG-132 後期 Integrated English IB - 塚田　和子 非 １年ＰＡ 対面授業 共通２６ 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3064 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIIB - トゥール　ティモシー 非 １年ＰＡ 対面授業 共通１２ 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3155 KB-ENG-132 後期 Integrated English IB - 上田　敦子 機構 １年Ｔ 対面授業 ２Ａ講義室 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3166 KB-ENG-132 後期 Integrated English IB - トッド　トレフソン 非 １年Ｔ 対面授業 共通２３ 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB3263 KB-ENG-132 後期 Integrated English IB - 塚田　和子 非 １年ＬＳ 対面授業 共通２４ 授業科目変更 4月9日

基盤 ＰＥ KB0353 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIB - フィダルゴ　ジーナ 非 １年Ｔ（フレ） 対面授業 工学部E1-3C 授業科目変更 4月9日

基盤 自然 KB8112 KB-NEH-131-COE 後期 環境と人間
身近な事例から最新の地域

防災を考えるII
酒井宗寿、伊藤 哲
司、若月 泰孝

iRIC 他 １年全学共通 対面授業 水戸開講 実施形態変更 4月22日

基盤 グローバル KB8260 KB-GHS-131-ENT ３Ｑ 公共社会 アントレプレナーシップ入門I 武田　直樹 社セ １年ＬＰＳ 一部遠隔 共通３０ 実施形態変更 4月22日

基盤 グローバル KB8273 KB-GHS-131-ENT ４Ｑ 公共社会 アントレプレナーシップ入門II 武田　直樹 社セ １年ＬＰＳ 一部遠隔 共通３０ 実施形態変更 4月22日

基盤 グローバル KB8357 KB-GHS-131-ENT ３Ｑ 公共社会 アントレプレナーシップ入門I 武田　直樹 社セ １年ＴＡ 一部遠隔 共通１０ 実施形態変更 4月22日

基盤 グローバル KB8367 KB-GHS-131-ENT ４Ｑ 公共社会 アントレプレナーシップ入門II 武田　直樹 社セ １年ＴＡ 一部遠隔 共通１０ 実施形態変更 4月22日

基盤 グローバル KB8369 KB-GHS-131-ENT ４Ｑ 公共社会 知的財産と社会実装 酒井　宗寿 iRIC １年全学共通 対面授業 共通１０
授業題目、学期、講時、ナ
ンバリングコード、対象ク

ラス、実施形態、教室変更
4月22日

基盤 グローバル KB8558 KB-GHS-131-ENT 後期 公共社会 アントレプレナーシップ入門Ⅲ 武田　直樹 社セ １年全学共通 対面授業 水戸開講 実施形態変更 4月22日

基盤 グローバル KB8559 KB-GHS-131-ENT 後期 公共社会 アントレプレナーシップ入門Ⅲ 武田　直樹 社セ １年全学共通 対面授業 水戸開講 実施形態変更 4月22日

基盤 グローバル KB8560 KB-GHS-131-ENT 後期 公共社会 アントレプレナーシップ入門Ⅲ 武田　直樹 社セ １年全学共通 未定 水戸開講 追加開講 4月22日

基盤 グローバル KB8561 KB-GHS-131-ENT 後期 公共社会 アントレプレナーシップ入門Ⅲ 柴原　宏一 非 １年全学共通 未定 水戸開講 追加開講 4月22日

基盤 グローバル KB8260
KB-GHS-131-

ENT,COE ３Ｑ 公共社会 アントレプレナーシップ入門I 武田　直樹 社セ １年ＬＰＳ 一部遠隔 共通３０
ナンバリング
コード変更

4月30日

基盤 グローバル KB8273
KB-GHS-131-

ENT,COE ４Ｑ 公共社会 アントレプレナーシップ入門II 武田　直樹 社セ １年ＬＰＳ 一部遠隔 共通３０
ナンバリング
コード変更

4月30日

令和３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
2021/7/20

令和３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

水・３

水・３

月・１

月・２

月・１

月・６

集中・

月・２

火・２

月・４

金・３

金・３

金・５

集中・

月・４

集中・

月・４

集中・

集中・

月・４



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 実施形態 教室 備考 変更日

令和３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
2021/7/20

令和３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 KB8357
KB-GHS-131-

ENT,COE ３Ｑ 公共社会 アントレプレナーシップ入門I 武田　直樹 社セ １年ＴＡ 一部遠隔 共通１０
ナンバリング
コード変更

4月30日

基盤 グローバル KB8367
KB-GHS-131-

ENT,COE ４Ｑ 公共社会 アントレプレナーシップ入門II 武田　直樹 社セ １年ＴＡ 一部遠隔 共通１０
ナンバリング
コード変更

4月30日

基盤 グローバル KB8369
KB-GHS-131-

ENT,COE ４Ｑ 公共社会 知的財産と社会実装 酒井　宗寿 iRIC １年全学共通 対面授業 共通１０
ナンバリング
コード変更

4月30日

基盤 グローバル KB8558
KB-GHS-131-

ENT,COE 後期 公共社会 アントレプレナーシップ入門Ⅲ 武田　直樹 社セ １年全学共通 対面授業 水戸開講
ナンバリング
コード変更

4月30日

基盤 グローバル KB8559
KB-GHS-131-

ENT,COE 後期 公共社会 アントレプレナーシップ入門Ⅲ 武田　直樹 社セ １年全学共通 対面授業 水戸開講
ナンバリング
コード変更

4月30日

基盤 グローバル KB8560
KB-GHS-131-

ENT,COE 後期 公共社会 社会貢献論 武田　直樹 社セ １年全学共通 対面授業 水戸開講
授業題目、実施形

態、ナンバリングコー
ド変更

4月30日

基盤 グローバル KB8561 KB-GHS-131-ENT 後期 公共社会 Society5.0とデザイン思考 柴原　宏一 非 １年全学共通 未定 水戸開講 授業題目変更 4月30日

基盤 全学 KZ2004 KZ-MUL-331-JEP 前期 日本語教授法演習 -
瀬尾匡輝、八若壽美子、
安龍洙、池田庸子、青木
香代子

機構 ４年ＬＰ 一部対面 水戸開講 担当教員変更 4月30日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7869 KB-HUM-131 ４Ｑ 人間科学 未定 田中　道弘 非 １年ＬＰＳ 未定 共通３４

授業題目、担当
教員変更

6月24日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7879 KB-HUM-131 ３Ｑ 人間科学 未定 田中　道弘 非 １年ＴＡ 未定 共通３４

授業題目、担当
教員変更

6月24日

基盤 自然 KB8110 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、福島
武彦、中島良浩、鈴木隆志 農 １年全学共通 対面授業 水戸開講 担当教員変更 6月24日

基盤 グローバル KB8272 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）
篠嶋妥、池田秀喜、瀬戸信
之、鈴木孝昌、天野明治 工 １年ＬＰＳ 対面授業 共通４６ 担当教員変更 6月24日

基盤 グローバル KB8356 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）
篠嶋妥、池田秀喜、瀬戸信
之、鈴木孝昌、天野明治 工 １年ＴＡ 対面授業 共通４６ 担当教員変更 6月24日

基盤 ヒューマニティーズ KB7858 KB-HUM-131-COE ３Ｑ 人間科学 現代民俗学 三津山 智香 非 １年ＬＰＳ 遠隔授業 共通３６ 担当教員変更 7月15日

基盤 ヒューマニティーズ KB7869 KB-HUM-131 ４Ｑ 人間科学 人間の心を科学する 田中　道弘 非 １年ＬＰＳ 対面授業 共通３４ 授業題目変更 7月15日

基盤 ヒューマニティーズ KB7879 KB-HUM-131 ３Ｑ 人間科学 人間の心を科学する 田中　道弘 非 １年ＴＡ 対面授業 共通３４ 授業題目変更 7月15日

基盤 ヒューマニティーズ KB7886 KB-HUM-131-COE ４Ｑ 人間科学 現代民俗学 三津山 智香 非 １年ＴＡ 遠隔授業 共通３６ 担当教員変更 7月15日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7956 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

田中宏明、門脇早聴子、
木村隆幸、中村晃、井上
桂、井関悠

教育 １年ＬＰＳ 対面授業 共通３０ 担当教員変更 7月15日

基盤 Ｐ＆Ａ KB7962 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

田中宏明、門脇早聴子、
木村隆幸、中村晃、井上
桂、後藤桜子

教育 １年ＴＡ 対面授業 共通３０ 担当教員変更 7月15日

基盤 グローバル KB8557 KB-GHS-131-COE ３Ｑ 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、土倉幸
司

人文・非 １年全学共通 対面授業 水戸開講 担当教員変更 7月15日

金・３

金・５

集中・

集中・

金・３

集中・

集中・

集中・

木・３

木・３

集中・

月・４

金・３

金・４

木・３

木・３

金・４

木・３

木・３

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 実施形態 教室 備考 変更日

令和３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
2021/7/20

令和３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 全学 KZ4005 KZ-MUL-312-AIM 後期
環境変動適応・防災

論 -
田村、石川、小寺、
LING Frank Hiroshi

GLEC、非 ２年ＬＳＡ 併用型授業 農学部開講
担当教員、教室

変更
7月15日

基盤 全学 KZ4008 KZ-INS-312-AIM 後期
地域サステイナビリ
ティ学特別講義Ⅰ -

鎗田孝、井上智子、
松宮健太郎

農、非 ２年ＬＳＡ 併用型授業 農学部開講 担当教員変更 7月15日

基盤 全学 KZ4009 KZ-INS-312-AIM 後期
地域サステイナビリ
ティ学特別講義Ⅱ -

豊田淳、高雄啓三、
宮﨑照雄

農、非 ２年ＬＳＡ 併用型授業 農学部開講 担当教員変更 7月15日

集中・

集中・

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 実施形態 教室 備考 変更日

教養 外国語 KZ1073 KZ-ENG-332-GEP ３Ｑ 総合英語 レベル５B ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-3A 実施形態変更 3月31日

教養 外国語 KZ1074 KZ-ENG-332-GEP ４Ｑ 総合英語 レベル５B ダッタ　スディプタ 非 ３年全学共通 対面授業 工学部E1-3A 実施形態変更 3月31日

教養 総合 KB8112 KB-NEH-131-COE 後期 地域志向系科目
身近な事例から最新の地域

防災を考えるII
酒井宗寿、伊藤 哲司、
若月 泰孝

iRIC 他 １年全学共通 対面授業 水戸開講 実施形態変更 4月22日

教養 総合 KB7869 KB-HUM-131 ４Ｑ 未定 未定 田中　道弘 非 １年ＬＰＳ 未定 共通３４
授業題目、担当

教員変更
6月24日

教養 総合 KB7879 KB-HUM-131 ３Ｑ 未定 未定 田中　道弘 非 １年ＴＡ 未定 共通３４
授業題目、担当

教員変更
6月24日

教養 総合 KB8110 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、福島
武彦、中島良浩、鈴木隆志 農 １年全学共通 対面授業 水戸開講 担当教員変更 6月24日

教養 社会 KB8272 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）
篠嶋妥、池田秀喜、瀬戸信
之、鈴木孝昌、天野明治 工 １年ＬＰＳ 対面授業 共通４６ 担当教員変更 6月24日

教養 社会 KB8356 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）
篠嶋妥、池田秀喜、瀬戸信
之、鈴木孝昌、天野明治 工 １年ＴＡ 対面授業 共通４６ 担当教員変更 6月24日

教養 人文 KB7858 KB-HUM-131-COE ３Ｑ 人間と文化 現代民俗学 三津山 智香 非 １年ＬＰＳ 遠隔授業 共通３６ 担当教員変更 7月15日

教養 総合 KB7869 KB-HUM-131 ４Ｑ 人間と心 人間の心を科学する 田中　道弘 非 １年ＬＰＳ 対面授業 共通３４
授業科目、題目変

更 7月15日

教養 総合 KB7879 KB-HUM-131 ３Ｑ 人間と心 人間の心を科学する 田中　道弘 非 １年ＴＡ 対面授業 共通３４
授業科目、題目変

更 7月15日

教養 人文 KB7886 KB-HUM-131-COE ４Ｑ 人間と文化 現代民俗学 三津山 智香 非 １年ＴＡ 遠隔授業 共通３６ 担当教員変更 7月15日

教養 総合 KB7956 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

田中宏明、門脇早聴子、
木村隆幸、中村晃、井上
桂、井関悠

教育 １年ＬＰＳ 対面授業 共通３０ 担当教員変更 7月15日

教養 総合 KB7962 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

田中宏明、門脇早聴子、
木村隆幸、中村晃、井上
桂、後藤桜子

教育 １年ＴＡ 対面授業 共通３０ 担当教員変更 7月15日

教養 総合 KB8557 KB-GHS-131-COE ３Ｑ 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、土倉幸
司

人文・非 １年全学共通 対面授業 水戸開講 担当教員変更 7月15日

2021/7/20
令和３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

令和３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

水・３

水・３

集中・

木・３

木・３

月・４

金・３

集中・

金・４

木・３

木・３

金・４

木・３

木・３

集中・


