
【新旧対応表を閲覧する上での注意事項】

■下表右欄の授業科目を履修して合格した場合は，それに対応した左欄の開設授業科目に読み替えられるので，履修登録の際は，各自で履修基準表等をよく確認すること。

１．昼間授業時間帯に開設する授業科目

No, 授業科目名 英文科目名 授業形態
開設
単位数

開設
年次

授業科目名 英文科目名 授業形態
開設
単位数

開設
年次

備考

1 教養教育科目（昼） 平和科目 原爆体験と表象/文学
Nuclear experience and
representation/literature

講義 2 1 教養教育科目（昼） 平和科目
文学と芸術から考える核時
代

Literature and Arts in the
Nuclear Age

講義 2 1 科目名変更

2 教養教育科目（昼） 平和科目 平和への記憶学 Memory Studies for Peace 講義 2 1 教養教育科目（昼） 平和科目 国際平和への記憶学
Memories Studies
Towards International
Peace

講義 2 1 科目名変更

3 教養教育科目（昼） 平和科目
ポストコロニアルと平和思
想・運動

The Postcolonial and
Peace Thought/ Movement

講義 2 1 教養教育科目（昼） 平和科目 ポストコロニアルと平和
The Postcolonial and
Peace

講義 2 1 科目名変更

4 教養教育科目（昼） 平和科目 平和と芸術

Peace and Art: how can we
appreciate the peace
through experience various
arts?

講義 2 1 廃止

5 教養教育科目（昼） 平和科目 ヒロシマ学 Study of Hiroshima 講義 2 1 廃止

6 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群
Introduction to Japanese
Thought

Introduction to Japanese
Thought

講義 2 1 新規開設
平成29（2017）年度以前入学生：領域科目（人文科学領域）

7 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 Japanese History Japanese History 講義 2 1 廃止

8 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 ヨーロッパ史Ａ European History A 講義 2 1 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 ヨーロッパ史 European History 講義 2 1 科目名変更

9 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 ヨーロッパ史Ｂ European History B 講義 2 1 廃止

10 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 ヨーロッパの政治と社会
Politics and Society in
Europe

講義 2 1 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群
Politics and Society in
Europe

Politics and Society in
Europe

講義 2 1 科目名変更

11 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 現代ジャーナリズム論
Contemporary
Journalism

講義 2 1 廃止

12 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 日本文化事情I
Contemporary Issues of
Japan I

講義 2 1 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 日本文化事情
Contemporary Issues of
Japan

講義 2 1 科目名変更

13 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 日本文化事情II
Contemporary Issues of
Japan II

講義 2 1 専門教育科目
国際共創学
科

国際共創コア科目 国際共創へのいざないI
Invitation to Integrated
Global Studies I

講義 2 1 科目区分変更，科目名変更

14 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 海外文化事情I
Contemporary World Issues
I

講義 2 1 専門教育科目
国際共創学
科

国際共創コア科目 国際共創へのいざないII
Invitation to Integrated
Global Studies II

講義 2 1 科目区分変更，科目名変更

15 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 海外文化事情II
Contemporary World Issues
II

講義 2 1 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 海外文化事情 Contemporary World Issues 講義 2 1 科目名変更

16 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 Anthropology of Media Anthropology of Media 講義 2 1 新規開設
平成29（2017）年度以前入学生：領域科目（人文科学領域）

17 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 アメリカ現代史 Modern American History 講義 2 1 新規開設
平成29（2017）年度以前入学生：領域科目（人文科学領域）

教養教育科目新旧対応表（令和3（2021）年度入学生対象）

令和3（2021）年度開設授業科目 令和4（2022）年度開設授業科目

科目区分 科目区分



No, 授業科目名 英文科目名 授業形態
開設
単位数

開設
年次

授業科目名 英文科目名 授業形態
開設
単位数

開設
年次

備考

令和3（2021）年度開設授業科目 令和4（2022）年度開設授業科目

科目区分 科目区分

18 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 教養としての金融 Finance as a Culture 講義 2 1 新規開設
平成29（2017）年度以前入学生：領域科目（社会科学領域）

19 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 心と社会A Mind and Society A 講義 2 1 科目の分割

20 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 心と社会B Mind and Society B 講義 2 1 科目の分割

21 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 学問と社会
Progress of Studies and
Development of Society

講義 2 1 新規開設
平成29（2017）年度以前入学生：領域科目（複合領域）

22 教養教育科目（昼） 領域科目 自然科学系科目群 いのちを支える酵素 Enzymes supporting our life 講義 2 1 教養教育科目（昼） 領域科目 自然科学系科目群
いのちを支える酵素-生命
科学への招待-

Enzymes supporting our
life-Introduction to life
science-

講義 2 1 科目名変更

23 教養教育科目（昼） 領域科目 自然科学系科目群 生物生産と自然との関わり
Biological production and
natural environment

講義 2 1 教養教育科目（昼） 領域科目 自然科学系科目群 Food and Life Science Food and Life Science 講義 2 1 科目名変更

24 教養教育科目（昼） 領域科目 自然科学系科目群
SDGsに向けた生物生産学
入門

Introduction to Applied
Biological Sciences toward
SDGs

講義 2 1 科目の分割

25 教養教育科目（昼） 領域科目 自然科学系科目群
Human and Ecological
Systems in Transition

Human and Ecological
Systems in Transition

講義 2 1 科目の分割

26 教養教育科目（昼） 領域科目 自然科学系科目群 災害医療と疾病対策
Disaster medicine and
disease control

講義 2 1 廃止

27 教養教育科目（昼） 社会連携科目 教養教育科目（昼） 社会連携科目 東広島日本酒学 Sake Studies 講義 1 1 新規開設
平成29（2017）年度以前入学生：領域科目（複合領域）

28 基盤科目 統計データ解析 Statistical Data Analysis 講義 2 1

廃止
令和3（2021）年度以前情報科学部，令和2年度
（2020）年度以前理学部生物科学科，地球惑星シ
ステム学科，平成29（2017）年度以前理学部数学
科の入学生で「統計データ解析」の単位が必要な
学生は「データサイエンス基礎」を履修すること。
また，上記学生は，領域科目として「データサイエ
ンス基礎」の単位を修得することはできません。

２．夜間授業時間帯に開設する授業科目

No, 授業科目名 英文科目名 授業形態
開設
単位数

開設
年次

授業科目名 英文科目名 授業形態
開設
単位数

開設
年次

備考

1 教養教育科目（夜） 領域科目 人文社会科学系科目群 ヨーロッパ史Ａ European History A 講義 2 1 教養教育科目（夜） 領域科目 人文社会科学系科目群 ヨーロッパ史 European History 講義 2 1 科目名変更

1 教養教育科目（夜） 領域科目 人文社会科学系科目群 教養教育科目（夜） 領域科目 人文社会科学系科目群 日本の文学（近現代）
Jananese
Literature(Modern)

講義 2 1 新規開設
平成29（2017）年度以前入学生：領域科目（人文科学領域）

2 教養教育科目（夜） 領域科目 人文社会科学系科目群 マネジメント概論
Introduction to
administration

講義 2 1 廃止

講義 2 1

令和3（2021）年度開設授業科目 令和4（2022）年度開設授業科目

科目区分 科目区分

Mind and Society 講義 2 1

教養教育科目（昼） 領域科目 自然科学系科目群 生命・食・環境のサイエンス
Life, food, and
environmental sciences

教養教育科目（昼） 領域科目 人文社会科学系科目群 心と社会


