
平成２９年度以降入学生対象

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

基盤 入門 KB1204 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ 学理入門 青島政之，棗田孝晴 教育 １年Ｐ(理科) 対面 教育Ａ３２２ 講時変更 4月11日

基盤 入門 KB1304 KB-SMI-131 前期 大学入門ゼミ 物理学ゼミナールⅠ 桑原　慶太郎 理 １年Ｓ(物理) 対面 理７ 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3001 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA 大津　理香 機構 １年ＰＡ 対面 ３Ｆ講義室 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3002 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA 深谷　充佳 非 １年ＰＡ 対面 ３Ｂ講義室 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3003 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA 塚田　和子 非 １年ＰＡ 対面 共通２６ 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3011 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA 大山　廉 機構 １年ＰＡ 対面 共通４６ 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3101 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA 深谷　充佳 非 １年Ｔ 対面 ３Ｂ講義室 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3102 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA 塚田　和子 非 １年Ｔ 対面 共通２６ 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3103 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA 大津　理香 機構 １年Ｔ 対面 ３Ｆ講義室 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3104 KB-ENG-133 前期 Integrated English IIA 柴田　博和 非 １年Ｔ 対面 共通１１ 科目変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3113 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA 大山　廉 機構 １年Ｔ 対面 共通４６ 教室変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3202 KB-ENG-133 前期 Integrated English IIA 塚田　和子 非 １年ＬＳ 対面 共通４２ 科目変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3214 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA フィダルゴ　ジーナ 非 １年ＬＳ 対面 共通３４ 科目変更 4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） 対面 工学部E1-22 科目変更 4月11日

基盤 ＰＥ KB3618 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA 萩谷　主郎 非 ３年Ｔ（機・電） 対面 工学部E1-31 科目変更 4月11日

基盤 科学 KB6201 KB-MAT-131 １Ｑ 数学基礎 入江　博 理 ２年Ｓ
オンライン

(リアルタイム) 理５ 教室変更 4月11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
鎗田　孝、朝山宗彦、成澤才
彦、金澤卓弥、鈴木穂高 農 １年Ａ(食生命) 対面 共通１０ 学期変更 4月25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
井上栄一、古谷綾子、牧山正
男、前田滋哉、長澤　淳、髙瀬
唯

農 １年Ａ(地域) 対面 共通３０/４１ 学期変更 4月25日

基盤 ＰＥ KB3702 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA 熊谷　允岐 非 ２年Ａ 対面
農学部講義棟
２０４講義室 教室変更 4月25日

基盤 ＰＥ KB3703 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIA 奥田　利栄子 非 ２年Ａ 対面
農学部講義棟
２０１講義室 教室変更 4月25日

基盤 科学 KB6301 KB-MAT-131 １Ｑ 微積分学入門 小西　康文 機構 １年Ｔ ハイフレックス型 共通１１ 教室変更 4月25日

基盤 科学 KB6302 KB-MAT-131 ２Ｑ 微積分学基礎 小西　康文 機構 １年Ｔ ハイフレックス型 共通１１ 教室変更 4月25日
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2022/7/27
令和４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４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
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前期・基盤-1



平成２９年度以降入学生対象

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

2022/7/27
令和４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４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 科学 KB6310 KB-MAT-131 前期 微積分学 山崎　大 機構 １年Ｔ オンライン 共通２６ 教室変更 4月25日

基盤 科学 KB6202 KB-PHY-131 ２Ｑ 物理学基礎 飯沼　裕美 理 ２年Ｓ
オンライン

(リアルタイム) 共通２５
開講曜日講時、教

室変更 4月25日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7805 KB-HUM-131 １Ｑ 人間科学 心理学への招待 宮崎　章夫 人文 ２年全学共通 対面 共通１２ 教室変更 4月25日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7810 KB-HUM-131 ２Ｑ 人間科学 心理学への招待 宮崎　章夫 人文 ２年全学共通 対面 共通１２ 教室変更 4月25日

基盤 自然 KB8106 KB-NEH-131-COE,DSP 前期 環境と人間 サステイナビリティ学入門
小寺昭彦、田村誠、三村信男、森下
哲、伊藤哲司、野田真理、阿部信一
郎、藤田昌史

GLEC他 １年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 水戸開講 学期変更 4月25日

基盤 グローバル KB8556 KB-GHS-121-COE 各Ｑ 公共社会
多様性社会に関わるボラン

ティア活動 岩佐淳一、矢嶋敬紘 人文・機構 １年全学共通 対面 水戸開講 担当教員変更 4月25日

基盤 全学 KZ1021 KZ-ENG-333-GEP １Ｑ TOEIC & TOEFL 熊谷　允岐 非 ３年全学共通
オンライン

(リアルタイム)
農学部講義棟
２０４講義室 教室変更 4月25日

基盤 全学 KZ1023 KZ-ENG-332-GEP ２Ｑ Academic Speaking 熊谷　允岐 非 ３年全学共通 対面
農学部講義棟
２０４講義室 教室変更 4月25日

基盤 心と体 KB5201 KB-SFH-131 １Ｑ 健康の科学 他者と自己に出会うコミュニケーション 大島　聖美 人文 １年Ｌ ハイフレックス型 共通３０ 教室変更 4月25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、小川、安藤、三
枝、福與、胡、清水、小泉

機構、他 １年Ｌ（Ⅰ）Ｔ（Ⅰ）
オンライン

(リアルタイム)

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 6月24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、小川、安藤、三
枝、福與、胡、清水、小泉

機構、他 １年Ｌ（Ⅱ）Ｔ（Ⅲ）
オンライン

(リアルタイム)

共通24，25：人文（人間）
共通22，23：工学部（機械）

共通30：工学部（電気）
担当教員変更 6月24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、小川、安藤、三
枝、福與、胡、清水、小泉

機構、他 １年Ｐ
オンライン

(リアルタイム)
共通33～35,43～

45 担当教員変更 6月24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、小川、安藤、三
枝、福與、胡、清水、小泉

機構、他 １年ＳＴ（Ⅱ）Ａ
オンライン

(リアルタイム)

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 6月24日

基盤 ＰＥ KB3301 KB-ENG-133 前期 Integrated English IA 塚田　和子 非 １年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3302 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIA 奥田　利栄子 非 １年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3303 KB-ENG-132 前期 Integrated English IIIA 谷村　久美子 非 １年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3801 KB-ENG-133 前期 Advanced English IA 保科　伸子 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3802 KB-ENG-132 前期 Advanced English IIA 井上　まゆみ 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3804 KB-ENG-232 前期 Advanced English IIIC ドラコス　ジョゼフ 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 自然 KB8109 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、三村信男、他 iRIC 他 １年全学共通 対面 水戸開講 担当教員変更 6月24日
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前期・基盤-2



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 KB1204 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール 学理入門 青島政之，棗田孝晴 教育 １年Ｐ(理科) 対面 教育Ａ３２２ 講時変更 4月11日

教養 主題別 KB1304 KB-SMI-131 前期 主題別ゼミナール 物理学ゼミナールⅠ 桑原　慶太郎 理 １年Ｓ(物理) 対面 理７ 教室変更 4月11日

教養 外国語 KB3618 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 萩谷　主郎 非 ３年Ｔ（機・電） 対面 工学部E1-31 科目変更 4月11日

教養 自然 KB6201 KB-MAT-131 １Ｑ 身近な数学 数学基礎 入江　博 理 ２年Ｓ
オンライン

(リアルタイム) 理５ 教室変更 4月11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
鎗田　孝、朝山宗彦、成澤
才彦、金澤卓弥、鈴木穂高 農 １年Ａ(食生命) 対面 共通１０ 学期変更 4月25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
井上栄一、古谷綾子、牧山正
男、前田滋哉、長澤　淳、髙瀬
唯

農 １年Ａ(地域) 対面 共通３０/４１ 学期変更 4月25日

教養 外国語 KB3702 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 熊谷　允岐 非 ２年Ａ 対面
農学部講義棟
２０４講義室 教室変更 4月25日

教養 外国語 KB3703 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル４A 奥田　利栄子 非 ２年Ａ 対面
農学部講義棟
２０１講義室 教室変更 4月25日

教養 自然基礎 KB6302 KB-MAT-131 ２Ｑ 数学 微分積分基礎 小西　康文 機構 １年Ｔ ハイフレックス型 共通１１ 教室変更 4月25日

教養 自然基礎 KB6310 KB-MAT-131 前期 数学 微分積分Ⅰ 山崎　大 機構 １年Ｔ オンライン 共通２６ 教室変更 4月25日

教養 自然 KB6202 KB-PHY-131 ２Ｑ 身近な物理学 物理学基礎 飯沼　裕美 理 ２年Ｓ
オンライン

(リアルタイム) 共通２５
開講曜日講時、

教室変更
4月25日

教養 人文 KB7805 KB-HUM-131 １Ｑ 人間と心 心理学への招待 宮崎　章夫 人文 ２年全学共通 対面 共通１２ 教室変更 4月25日

教養 人文 KB7810 KB-HUM-131 ２Ｑ 人間と心 心理学への招待 宮崎　章夫 人文 ２年全学共通 対面 共通１２ 教室変更 4月25日

教養 総合 KB8106 KB-NEH-131-COE,DSP 前期 地域志向系科目 サステイナビリティ学入門
小寺昭彦、田村誠、三村信
男、森下哲、伊藤哲司、野田
真理、阿部信一郎、藤田昌史

GLEC他 １年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 水戸開講 学期変更 4月25日

教養 外国語 KZ1021 KZ-ENG-333-GEP １Ｑ 総合英語 レベル５B 熊谷　允岐 非 ３年全学共通
オンライン

(リアルタイム)
農学部講義棟
２０４講義室 教室変更 4月25日

教養 外国語 KZ1023 KZ-ENG-332-GEP ２Ｑ 総合英語 レベル５B 熊谷　允岐 非 ３年全学共通 対面
農学部講義棟
２０４講義室 教室変更 4月25日

教養 健スポ KB5201 KB-SFH-131 １Ｑ 健康の科学 他者と自己に出会うコミュニケーション 大島　聖美 人文 １年Ｌ ハイフレックス型 共通３０ 教室変更 4月25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、小川、安藤、三
枝、福與、胡、清水、小泉

機構、他 １年Ｌ（Ⅰ）Ｔ（Ⅰ）
オンライン

(リアルタイム)

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 6月24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、小川、安藤、三
枝、福與、胡、清水、小泉

機構、他 １年Ｌ（Ⅱ）Ｔ（Ⅲ）
オンライン

(リアルタイム)

共通24，25：人文（人間）
共通22，23：工学部（機械）

共通30：工学部（電気）
担当教員変更 6月24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、小川、安藤、三
枝、福與、胡、清水、小泉

機構、他 １年Ｐ
オンライン

(リアルタイム)
共通33～35,43～

45 担当教員変更 6月24日

令和４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
2022/7/27

令和４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。
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火・４

前期・教養-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４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
2022/7/27

令和４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 KB2004 KB-IBS-131-COE,COP 通年 地域志向系科目 茨城学
伊藤､小原、小川、安藤、三
枝、福與、胡、清水、小泉

機構、他 １年ＳＴ（Ⅱ）Ａ
オンライン

(リアルタイム)

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 6月24日

教養 外国語 KB3801 KB-ENG-133 前期 総合英語 プレレベル３A 保科　伸子 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

教養 外国語 KB3802 KB-ENG-132 前期 総合英語 レベル３A 井上　まゆみ 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

教養 外国語 KB3804 KB-ENG-232 前期 総合英語 レベル５A ドラコス　ジョゼフ 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

教養 総合 KB8109 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、三村信男、他 iRIC 他 １年全学共通 対面 水戸開講 担当教員変更 6月24日

夏季集中

集中

火・５

夏季集中

夏季集中

前期・教養-2



平成２９年度以降入学生対象

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

基盤 ＰＥ KB3154 KB-ENG-133 後期 Integrated English IIB - 柴田　博和 非 １年Ｔ 対面 共通３７ 科目変更 4月25日

基盤 ＰＥ KB3252 KB-ENG-133 後期 Integrated English IIB - 塚田　和子 非 １年ＬＳ 対面 共通４２ 科目変更 4月25日

基盤 ＰＥ KB3264 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIIB - 未定 非 １年ＬＳ 対面 共通２５ 科目変更 4月25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 工学部E1-3C 科目変更 4月25日

基盤 科学 KB6203 KB-BIO-131 ３Ｑ 生物学基礎 及川　真平 理 ２年Ｓ
オンライン

(オンデマンド) 理５
曜日・講時、教

室変更
6月15日

基盤 ＰＥ KB3153 KB-ENG-133 後期 Integrated English IB 深谷　充佳 非 １年Ｔ 対面 共通４６ 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3160 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIB 上田　敦子 機構 １年Ｔ 対面 共通２５ 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3264 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIIB 青田　庄真 教育 １年ＬＳ 対面 共通２５ 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3270 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIIB 大森　真 機構 １年ＬＳ 対面 人文２４、２１ 教室変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3562 KB-ENG-232 後期 Advanced English IIIB 大森　真 機構 ２年ＬＰＳ 対面 人文２４ 教室変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3566 KB-ENG-232 後期 Advanced English IIIB 岩本　浩樹 人文 ２年ＬＰＳ 対面 共通３６ 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3655 KB-ENG-232 後期 Advanced English IIIB 塚田　和子 非 ２年Ｔ（情・物・都） 対面 工学部E1-33 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3351 KB-ENG-133 後期 Integrated English IB 塚田　和子 非 １年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3352 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIB 奥田　利栄子 非 １年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3353 KB-ENG-132 後期 Integrated English IIIB 谷村　久美子 非 １年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3851 KB-ENG-133 後期 Advanced English IB 保科　伸子 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3852 KB-ENG-132 後期 Advanced English IIB 井上　まゆみ 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3853 KB-ENG-232 後期 Advanced English IIIB 西野　博道 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

基盤 ＰＥ KB3451 KB-ENG-133 後期 Integrated English IA 塚田　和子 非 １年全学共通 対面 共通２５ 担当教員変更 6月24日

基盤 異文化 KB7152 KB-GER-131-JEP 後期 ドイツ語Ⅱ ドイツ語Ⅱ（２） 勝山紘子、大久保清美 非 １年Ｌ 対面 共通４３ 担当教員変更 6月24日

月・２

火・２

火・２

月・６

木・３

月・２

月・２

火・２

火・２

火・１

火・１

水・４

春季集中

春季集中

春季集中

春季集中

春季集中

春季集中

木･１／木･２

月･２／木･４

令和４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
2022/7/27

令和４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

後期・基盤-1



平成２９年度以降入学生対象

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

令和４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
2022/7/27

令和４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 異文化 KB7261 KB-FRE-131-JEP 後期 フランス語入門 フランス語入門（１） 清田　彩子 非 １年ＬＰＡ 対面 共通３６ 担当教員変更 6月24日

基盤 異文化 KB7263 KB-FRE-131 後期 フランス語入門 フランス語入門（３） 清田　彩子 非 １年ＳＴ 対面 共通３６ 担当教員変更 6月24日

基盤 自然 KB8154 KB-NEH-131 ３Ｑ 環境と人間 食生活と環境 河嵜　唯衣 非 １年ＬＰ
オンライン

(リアルタイム) 共通３６ 担当教員変更 6月24日

基盤 自然 KB8108 KB-NEH-131-COE,DSP 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 水戸開講 担当教員変更 6月24日

基盤 グローバル KB8270 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、国井裕隆 工、非 １年ＬＰＳ 対面 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、国井裕隆 工、非 １年ＴＡ 対面 共通４６ 担当教員変更 6月24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、武知健人 人文、非 １年全学共通 対面 水戸開講 担当教員変更 6月24日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7855 KB-HUM-131-JEP ３Ｑ 思想・文学

日本語を考える（日本
語文法）

池田庸子、瀬尾悠希子 機構 １年ＬＰＳ 対面 共通４１ 担当教員変更 7月27日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7857 KB-HUM-131-COE ３Ｑ 歴史・考古学 茨城の社会と文化 合地　幸子 非 １年ＬＰＳ

オンライン
(オンデマンド) 共通２４ 題目、担当教員、ナンバリ

ングコード、実施形態変更 7月27日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7861 KB-HUM-131-COE ３Ｑ 人間科学 文化人類学 井上　淳生 人文 １年ＬＰＳ

オンライン
(リアルタイム) 共通３６ 題目、担当教員、ナンバリ

ングコード、実施形態変更 7月27日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7866 KB-HUM-131-JEP ４Ｑ 思想・文学

日本語を考える（日本
語の諸相）

安龍洙,瀬尾悠希子 機構 １年ＬＰＳ
オンライン

(リアルタイム) 共通３３ 担当教員変更 7月27日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7884 KB-HUM-131-COE ４Ｑ 歴史・考古学 茨城の社会と文化 合地　幸子 非 １年ＴＡ

オンライン
(オンデマンド) 共通２４ 題目、担当教員、ナンバリ

ングコード、実施形態変更 7月27日

基盤 ヒューマニ
ティーズ KB7887 KB-HUM-131-COE ４Ｑ 人間科学 文化人類学 井上　淳生 人文 １年ＴＡ

オンライン
(リアルタイム) 共通３６ 題目、担当教員、ナンバリ

ングコード、実施形態変更 7月27日

基盤 自然 KB8152 KB-NEH-131 ３Ｑ 技術と社会 バイオテクノロジー入門 朝山、金澤 農 １年ＬＰ
オンライン

(リアルタイム) 共通１２ 担当教員変更 7月27日

基盤 自然 KB8171 KB-NEH-131 ３Ｑ 技術と社会 バイオテクノロジー入門 朝山、金澤 農 １年ＳＴＡ
オンライン

(リアルタイム) 共通１２ 担当教員変更 7月27日

基盤 自然 KB8115 KB-NEH-131 ３Ｑ 物質と生命 宇宙論史I 山崎　大 機構 １年ＬＰ
オンライン

(オンデマンド) 水戸開講 7.25追加 7月27日

基盤 自然 KB8116 KB-NEH-131 ４Ｑ 物質と生命 宇宙論史Ⅱ 山崎　大 機構 １年ＬＰ
オンライン

(オンデマンド) 水戸開講 7.25追加 7月27日

基盤 自然 KB8117 KB-NEH-131 ３Ｑ 技術と社会 生活の中の力学I 山崎　大 機構 １年ＬＰＳＡ
オンライン

(オンデマンド) 水戸開講 7.25追加 7月27日

基盤 自然 KB8118 KB-NEH-131 ４Ｑ 技術と社会 生活の中の力学II 山崎　大 機構 １年ＬＰＳＡ
オンライン

(オンデマンド) 水戸開講 7.25追加 7月27日

基盤 全学 KZ4005 KZ-MUL-312-AIM 後期
環境変動適応・防

災論

田村、小寺、LING
FRANK HIROSHI、石川
由紀

GLEC、非 ２年ＬＳＡ ハイフレックス型 農学部開講 担当教員変更 7月27日

木・５

火・５

集中

月・４

金・３

集中

木・４

火・５

火・４

集中

集中

集中

集中

集中

金・４

金・４

金・４

木・３

金・４

金・４

後期・基盤-2



平成２９年度以降入学生対象

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

令和４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
2022/7/27

令和４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 KZ4008 KZ-INS-312-AIM 後期
地域サステイナビリ
ティ学特別講義Ⅰ

鈴木　穂高、Lara Grace
Rona、Fia Noviyanti 農、非 ２年ＬＳＡ ハイフレックス型 農学部開講 担当教員変更 7月27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 ハイフレックス型 農学部開講 担当教員変更 7月27日

集中

集中

後期・基盤-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 実施形態 教室 備考 変更日

教養 自然 KB6203 KB-BIO-131 ３Ｑ 身近な生物学 生物学基礎 及川　真平 理 ２年Ｓ
オンライン

(オンデマンド) 理５
曜日・講時、教

室変更
6月15日

教養 外国語 KB3562 KB-ENG-232 後期 総合英語 レベル４B 大森　真 機構 ２年ＬＰＳ 対面 人文２４ 教室変更 6月24日

教養 外国語 KB3655 KB-ENG-232 後期 総合英語 レベル４B 塚田　和子 非 ２年Ｔ（情・物・都） 対面 工学部E1-33 担当教員変更 6月24日

教養 外国語 KB3851 KB-ENG-133 後期 総合英語 プレレベル３B 保科　伸子 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

教養 外国語 KB3852 KB-ENG-132 後期 総合英語 レベル３B 井上　まゆみ 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

教養 外国語 KB3853 KB-ENG-232 後期 総合英語 レベル４B 西野　博道 非 ２年全学共通
オンライン

(リアルタイム) 遠隔授業 担当教員変更 6月24日

教養 自然 KB8154 KB-NEH-131 ３Ｑ 身近な化学 食生活と環境 河嵜　唯衣 非 １年ＬＰ
オンライン

(リアルタイム) 共通３６ 担当教員変更 6月24日

教養 総合 KB8108 KB-NEH-131-COE,DSP 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 水戸開講 担当教員変更 6月24日

教養 社会 KB8270 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、国井裕隆 工、非 １年ＬＰＳ 対面 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、国井裕隆 工、非 １年ＴＡ 対面 共通４６ 担当教員変更 6月24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、武知健人 人文、非 １年全学共通 対面 水戸開講 担当教員変更 6月24日

教養 総合 KB7855 KB-HUM-131-JEP ３Ｑ 表現・言語系科目 日本語を考える（日本語文法） 池田庸子、瀬尾悠希子 機構 １年ＬＰＳ 対面 共通４１ 担当教員変更 7月27日

教養 人文 KB7857 KB-HUM-131-COE ３Ｑ 人間と歴史 茨城の社会と文化 合地　幸子 非 １年ＬＰＳ
オンライン

(オンデマンド) 共通２４ 題目、担当教員、ナンバリ
ングコード、実施形態変更 7月27日

教養 人文 KB7861 KB-HUM-131-COE ３Ｑ 人間と文化 文化人類学 井上　淳生 人文 １年ＬＰＳ
オンライン

(リアルタイム) 共通３６ 題目、担当教員、ナンバリ
ングコード、実施形態変更 7月27日

教養 総合 KB7866 KB-HUM-131-JEP ４Ｑ 表現・言語系科目 日本語を考える（日本語の諸相） 安龍洙,瀬尾悠希子 機構 １年ＬＰＳ
オンライン

(リアルタイム) 共通３３ 担当教員変更 7月27日

教養 人文 KB7884 KB-HUM-131-COE ４Ｑ 人間と歴史 茨城の社会と文化 合地　幸子 非 １年ＴＡ
オンライン

(オンデマンド) 共通２４ 題目、担当教員、ナンバリ
ングコード、実施形態変更 7月27日

教養 人文 KB7887 KB-HUM-131-COE ４Ｑ 人間と文化 文化人類学 井上　淳生 人文 １年ＴＡ
オンライン

(リアルタイム) 共通３６ 題目、担当教員、ナンバリ
ングコード、実施形態変更 7月27日

教養 総合 KB8152 KB-NEH-131 ３Ｑ 文明・技術系科目 バイオテクノロジー入門 朝山、金澤 農 １年ＬＰ
オンライン

(リアルタイム) 共通１２ 担当教員変更 7月27日

教養 総合 KB8171 KB-NEH-131 ３Ｑ 文明・技術系科目 バイオテクノロジー入門 朝山、金澤 農 １年ＳＴＡ
オンライン

(リアルタイム) 共通１２ 担当教員変更 7月27日

教養 自然 KB8115 KB-NEH-131 ３Ｑ 自然科学の概観 宇宙論史I 山崎　大 機構 １年ＬＰ
オンライン

(オンデマンド) 水戸開講 7.25追加 7月27日

令和４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
2022/7/27

令和４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

春季集中

木・３

火・１

水・４

春季集中

春季集中

火・５

集中

月・４

金・３

集中

金・４

金・４

金・４

木・３

金・４

金・４

火・５

火・４

集中

後期・教養-1



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

令和４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
2022/7/27

令和４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 自然 KB8116 KB-NEH-131 ４Ｑ 自然科学の概観 宇宙論史Ⅱ 山崎　大 機構 １年ＬＰ
オンライン

(オンデマンド) 水戸開講 7.25追加 7月27日

教養 自然 KB8117 KB-NEH-131 ３Ｑ 身近な物理学 生活の中の力学I 山崎　大 機構 １年ＬＰＳＡ
オンライン

(オンデマンド) 水戸開講 7.25追加 7月27日

教養 自然 KB8118 KB-NEH-131 ４Ｑ 身近な物理学 生活の中の力学II 山崎　大 機構 １年ＬＰＳＡ
オンライン

(オンデマンド) 水戸開講 7.25追加 7月27日

集中

集中

集中

後期・教養-2


