
2022 年度【博士課程後期・博士課程】 

大学院共通科目の履修手続について  

 

大学院共通科目は，統合生命科学研究科・医系科学研究科・人間社会科学研究科・先進理

工系科学研究科において選択必修の科目であり，博士課程後期・博士課程向けの「持続可能

な発展科目」「キャリア開発・データリテラシー科目」から各 1 単位以上修得する必要があり

ます。 

 

1. 履修手続については， 履修登録期間に「My もみじ」で行ってください。 

 

「My もみじ」ログインページ 

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/index.shtml 

 

2. 各期（前期・後期）に履修登録できる科目数は，「持続可能な発展科目」，「キャリア開発・

データリテラシー科目」それぞれの科目区分について１科目ずつです。 

（ただし，「長期インターンシップ」を除く） 

 

3. 各授業科目には受講者定員が設定されており，定員を超過した場合は，調整日に受講者抽

選を行います。抽選を行った科目には，履修確認・修正期間に，以下の制限がかかります

ので注意してください。 

 

4. 英語で行う科目，宿泊を伴う科目等があるため，履修登録の前にシラバスをよく確認して

ください。シラバス検索の際は，開講部局「大学院共通教育（博士課程後期・博士課程）」

で検索すると，一覧が表示されます。 

 

5. 通学が困難である学生に対し，履修機会を与えるため，オンデマンドによる授業を開講し

ます。詳細については，次のホームページをご確認ください。 

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/cgcinfo-d-1.html 

 

 

※上記以外の大学院生（博士課程後期・博士課程）についても，修了要件には含まれませんが，大学院共通科目

（博士課程後期・博士課程）を履修することは可能です。 

履修登録は教育推進グループ教養教育担当（総合科学部事務棟(М棟)１階）で受け付けますので，履修登録期間

内に下記問い合わせ先まで連絡してください。 

抽選により受講が認

められた場合 

抽選の結果，受講が認められた授業科目は，特別な理由がない限り

履修登録を変更（削除等）できません。特別な理由によりやむを得

ず変更（削除等）を希望する場合は，下記問い合わせ先まで申し出

てください。 

抽選に漏れた場合 

別の科目を履修手続することができます。履修手続できる科目は，

抽選を実施していない，定員に空きのある科目のみで，手続は先着

順です。 

【問い合わせ先】 

教育推進グループ教養教育担当（東広島キャンパス総合科学部事務棟１階） 

Tel：082-424-4218 E-mail：gsyugaku-group@office.hiroshima-u.ac.jp 

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/index.shtml
https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/learning/cgcinfo-d-1.html


【博士課程後期・博士課程】

区分A：持続可能な発展科目

区分B：キャリア開発・データリテラシー科目

＜前期＞
第１ターム
区分 曜日 時限 講義コード 科目名 主担当教員名 開講キャンパス 講義室 言語

B 水 9-10 8E550901 事業創造概論 牧野　恵美 東広島 オンライン 日

A 木 9-10 8E050302 普遍的平和を目指して 友次　晋介 東広島 オンライン 英

第２ターム
区分 曜日 時限 講義コード 科目名 主担当教員名 開講キャンパス 講義室 言語

B 水 7-8 8E550601 高度イノベーション人財のためのキャリアマネジメント 三須　敏幸 東広島 総科K209 日

B 8E550691
高度イノベーション人財のためのキャリアマネジメント
[オンデマンド]

三須　敏幸 東広島 オンライン 日

B 8E550991 事業創造概論[オンデマンド] 牧野　恵美 東広島 オンライン 英

A 8E050391 普遍的平和を目指して[オンデマンド] 友次　晋介 東広島 オンライン 日

前期集中科目
区分 講義コード 科目名 主担当教員名 開講キャンパス 講義室 言語

B 8E550301 データサイエンティスト養成 塩崎　潤一 東広島 総科K102 日

B 8E550501 リーダーシップ手法【日本語】 三須　敏幸 東広島 後日通知 日

B 8E550502 リーダーシップ手法【英語】 三須　敏幸 東広島 後日通知 英

B 8E550801 長期インターンシップ 三須　敏幸 東広島
担当教員の指示によ

る
日・英

A 8E050101
スペシャリスト型SDGsアイディアマイニング学生セミ
ナー

小池　一彦 東広島 オンライン 英

＜後期＞
第３ターム
区分 曜日 時限 講義コード 科目名 主担当教員名 開講キャンパス 講義室 言語

B
月
水

7-8
9-10

8E550101 データサイエンス 柳原　宏和 東広島
情報メディア教育研究
センター本館端末室

日

B 水 7-10 8E550701 イノベーション演習 牧野　恵美 東広島 オンライン 英

B 木 11-12 8E550451 医療情報リテラシー活用[オンデマンド] 田中　純子 霞 オンライン 日・英

第４ターム
区分 曜日 時限 講義コード 科目名 主担当教員名 開講キャンパス 講義室 言語

B
火
木

9-10
9-10

8E550201 パターン認識と機械学習 伊森　晋平 東広島 オンライン 日

B 水 7-8 8E550602 高度イノベーション人財のためのキャリアマネジメント 三須　敏幸 東広島 総科K209 日

A 木 9-10 8E050351 普遍的平和を目指して VAN DER DOES LULI 双方向 オンライン 日

A 木 11-12 8E050353 普遍的平和を目指して
STYCZEK URSZULA
MARIA

双方向 オンライン 英

B 8E550102 データサイエンス 赤瀬　大 双方向 オンライン 日

B 8E550202 パターン認識と機械学習 赤瀬　大 双方向 オンライン 日

A 8E050301 普遍的平和を目指して[オンデマンド] 友次　晋介 東広島 オンライン 日

A 8E050392 普遍的平和を目指して[オンデマンド] VAN DER DOES LULI 双方向 オンライン 日・英

A 8E050354 普遍的平和を目指して[オンデマンド]
STYCZEK URSZULA
MARIA

双方向 オンライン 英

後期集中科目
区分 講義コード 科目名 主担当教員名 開講キャンパス 講義室 言語

A 8E050151
スペシャリスト型SDGsアイディアマイニング学生セミ
ナー

吉田　香奈 霞 オンライン 日

A 8E050201 SDGsの観点から見た地域開発セミナー 細野　賢治 東広島
担当教員の指示によ

る
日・英

B 8E550551 リーダーシップ手法 原山　優子 東千田
未来創生センター
グループワーク室

日・英

B 8E550802 長期インターンシップ 三須　敏幸 東広島
担当教員の指示によ

る
日・英

※休講・補講，試験情報やその他授業に関する連絡事項等は「Myもみじ」に掲示されます。重要な情報を見逃さないよう，毎日「Myもみ
じ」にログインして確認してください。

開講時期

11/28（月）～12/16
（金）

初回ガイダンス
4/20（水）

7/9（土）～7/16（土）

11月～12月
(詳細後日)

11/7（月）,11/8（火）

初回ガイダンス
4/20（水）

令和4（2022）年度　大学院共通科目時間割

開講時期

5/13（金）,5/20（金）
6/10（金）,7/1（金）,

7/29（金）

5/20（金）,5/27（金）,
6/10（金）,6/17（金）,
7/1（金）,7/8（金）,
7/22（金）,7/29（金）

5/23（月）,5/30（月）,
6/13（月）,6/20（月）,
7/4（月）,7/11（月）,
7/25（月）,8/1（月）


