
授業科目一覧表（院_工学府) /List of remote classes and face-to-face subjects (Graduate School of Engineering) 2021.3.25HP公開

※１　英語対応（〇がついている科目は、英語で受講可能です。）/※1 English support (Classes with 〇 are conducted in English.)
※２　対面授業科目（○と色がついている科目は、対面授業を含む授業科目です。）/※2 Face-to-face subject (Face-to-face subjects are showed in colored cells.)
※３　遠隔授業の形態（同期、非同期の両方に〇がついている場合は、２つの形態を組み合わせて実施する授業です。）/※3 Type of Remore Class (Classes with 〇 in both Synchronous and Asynchnorous columns are provided by combining the two types.)
　同期…対面授業と同じ環境をインターネットサービス（Zoomなど）を用いて、リアルタイムに受講する形式です。/Synchronous…Students take a remote class which is equivalent to a face-to-face class "Synchronously" (in real time) using an internet service (such as Zoom).
　非同期…対面授業と同じ環境をMoodle やLiveCampusを使用して、資料や課題などを用意し、授業を非同期に受講する形式です。/Asynchronous…Students take a remote class which is equivalent to a face-to-face class "Asynchronously" (at their own pace) with materials and assignments provided via Moodle and/or LiveCampus.
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前期 通期 26990835 インテグレーション実践演習Ⅰ
Exercises on Advanced
Robotics Integration I

01 大屋　勝敬 OYA Masahiro × 別途案内 ○ ○ ○ ○
ロボティクスシンセシス＆マネジメントコース説明会
に参加し、説明を聞いた上で履修登録をしてくださ
い。

ロボティクスシ
ンセシス＆マネ
ジメントコース
の履修生対象で
す

前期 通期 26990837 インテグレーション実践演習Ⅲ
Exercises on Advanced
Robotics Integration III

01 大屋　勝敬 OYA Masahiro × 別途案内 ○ ○ ○ ○
ロボティクスシンセシス＆マネジメントコース説明会
に参加し、説明を聞いた上で履修登録をしてくださ
い。

ロボティクスシ
ンセシス＆マネ
ジメントコース
の履修生対象で
す

前期 通期 26470854 マテリアル工学特論Ⅰ
Advanced Materials
Science and Engineering
Ⅰ

01 石丸　学 ISHIMARU Manabu △

指導教員の指示に
従うこと。
Follow the
instructions of
your supervisor.

指導教員の
指示に従う
こと。
Follow the
instruction
s of your
supervisor.

○
指導教員の指示に従うこと。
Follow the instructions of your
supervisor.

履修登録をし、指導教員の指示に従うこと。
Register and follow the instructions of your
supervisor.

マテリアル工学
コースの学生の
みが対象です

前期 通期 26470805 応用化学特論Ⅱ
Advanced Applied
Chemistry Ⅱ

01 清水　陽一 SHIMIZU Youichi ○

要望があれば英語
対応可
It is possible to
respond in English
if requested.

未定 ○

基本的に対面で行いますが、場
合により遠隔に変更する場合が
あります。開講前に連絡しま
す。

○ ○ ○ ○ ○

応用化学コースの博士前期課程２年は履修登録をし、
LiveCampusでこの科目の「授業連絡通知」を確認
し、初回授業に関する注意をMoodle等で理解してお
くこと。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10646 

集中講義のため
別途連絡しま
す。Moodleの
コースを変更す
る場合もありま
す。変更する場
合は履修登録者
に連絡します。

前期 通期 42000818 日本語Ⅰ Japanese Ⅰ
01

(月4)
アプドゥハン　恭
子

APDUHAN Kyoko × 4/12 ○ ○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10650

初回授業は同期
Zoomで実施しま
す。
留学生対象科目

前期 通期 42000818 日本語Ⅰ Japanese Ⅰ
02

(金4)
上野　まり子 UENO Mariko × 4/16 ○ ○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回

授業に関する注意を確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10651 留学生対象科目

前期 通期 26009662 英語ⅨＤ English ⅨＤ
01

(月5)

ロング　Ⅲ　ロ
バート　ウィリア
ム

LONG Ⅲ ROBERT
WILLIAM

○ entirely in English 4/12 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10643

前期 通期 26009662 英語ⅨＤ English ⅨＤ
02

(木5)

ロング　Ⅲ　ロ
バート　ウィリア
ム

LONG Ⅲ ROBERT
WILLIAM

○ entirely in English 4/8 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10644

前期 通期 26009663 英語ⅩＡ English ⅩA 01
ラックストン　イ
アン　チャールズ

RUXTON Ian ○ ○ entirely in English 4/12 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10645

前期 １Ｑ 26490801 インターネット工学特論
Advanced Internet
Technologies

01 池永　全志 IKENAGA Takeshi △

講義は日本語で
す。レポートは英
語でも受け付けま
す。
Lectures will be
given in Japanese.
Reports written in
English will be
accepted.

4/13 ○ ○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10677

前期 １Ｑ 26000816 エリアマーケティング学
Area Marketing of
Technology

01 德田　光弘 TOKUDA Mitsuhiro × 4/14 ○
基本的に対面で実施しますが、
一部、同期型遠隔授業で行う可
能性があります。

○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）に個人登録しておい
てください。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10653

前期 １Ｑ 26009806 ジェンダー史特論 History of Gender 01 水井　万里子 MIZUI Mariko ○

要望があれば英語
対応可
It is possible to
respond in English
if requested.

4/12 ○

対面で実施します。来学できな
い事情がある場合、遠隔受講を
許可しますので事前に担当教員
に相談ください。

○ ○ ○

履修登録をし、LiveCampusでこの科目の「授業連絡
通知」を確認し、初回授業に関する注意を理解してお
くこと。
Register, and access the LiveCampus to confirm the
instruction.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10655

この色の授業科目は対面授業を含む授業科目です。
Face-to-face subjects are showed in colored cells.

※時間割記載の講義室から変更がある場合、MoodleやLive Campusでお知らせします。
※If there are any changes of the lecture rooms listed on the timetable, we will notify you via Moodle or Live Campus.

MoodleコースURL 備考
Remarks

科目名（英語）
Course Name in English

SEIC

英語対応（※１）
English support

対面授業科目（※２）
Face-to-face subject

Instructor Name in
English

担当教員名
Instructor Name in
Japanese

授業開始日
Class

Start Date

授業開始前までに行うこと
Things to do before classes start

開講学期
Semester

遠隔授業の形態（※３）
Types of Remote Class

授業で使用するツール
Means of Class

開講区分
Term

科目コード
Course
code

科目名（日本語）
Course Name in Japanese

クラス
Class

1 / 5 ページ



Engli
sh

コメント
comment

対面あり
Face-to-
face
subjects

コメント
comment

同期
Synchronous

非同期
Asynchrono
us

Moodle Live Campus Zoom その他
Others

MoodleコースURL 備考
Remarks

科目名（英語）
Course Name in English

SEIC

英語対応（※１）
English support

対面授業科目（※２）
Face-to-face subject

Instructor Name in
English

担当教員名
Instructor Name in
Japanese

授業開始日
Class

Start Date

授業開始前までに行うこと
Things to do before classes start

開講学期
Semester

遠隔授業の形態（※３）
Types of Remote Class

授業で使用するツール
Means of Class

開講区分
Term

科目コード
Course
code

科目名（日本語）
Course Name in Japanese

クラス
Class

前期 １Ｑ 26660001 スイッチング電源特論
Advanced Switch Mode
Power Supply

01 安部　征哉 ABE Seiya △

講義資料は英語で
す。レポートは英
語でも受け付けま
す。
The materials are
written in English.
It is OK to
subumit your
report  written in
English.

4/12 ○ 全講義を対面で実施します。 ○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10686

前期 １Ｑ 26490815 センシング基礎特論 Sensing Engineering 01 芹川　聖一 SERIKAWA Seiichi × 4/13 全講義を遠隔授業で実施します ○ ○ ○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10679

前期 １Ｑ 26440830 伝熱学特論 Advanced Heat Transfer 01 鶴田　隆治 TSURUTA Takaharu △

講義資料は英語で
す。レポートは英
語でも受け付けま
す。
The materials are
written in English.
It is OK to
subumit your
report  written in
English.

4/8 ○
全講義を対面で実施します。来
学できない事情がある場合、事
前に相談ください。

○ ○ ○

履修登録をし、Moodleでこの科目に関する注意を理
解しておくこと。
Register, and access the Moodle course to confirm
the instruction.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10660

前期 １Ｑ 26620003 制御システム特論
Advanced Control Systems
Theory

01
相良　慎一
大屋　勝敬

SAGARA Shinichi
OYA Masahiro

× 4/12 ○
全講義を対面で実施します。来
学できない事情がある場合、事
前に相談ください。

○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10684

前期 １Ｑ 26440908 史的文明論と社会論Ⅰ
Historical Study of
Civilizations Ⅰ

01 本田　逸夫 HONDA Itsuo △ 質問等は英語対応
可能

4/9 ○
（一部）

○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10663

前期 １Ｑ 26670002 回路実装・システム設計特論
Advanced Design for High
Speed Digital Circuit

01
福本　幸弘
松嶋　徹

FUKUMOT Yukihiro
MATSUSHIMA
Tohlu

△

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/8 全講義を遠隔授業で実施します ○ ○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10688

遠隔授業は、同
期の回と非同期
の回がありま
す。

前期 １Ｑ 26450811 地盤工学特論Ⅰ
Advanced Geotechnical
Engineering Ⅰ

01
廣岡　明彦
永瀬　英生

HIROOKA Akihiko
NAGASE Hideo

△

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/14 ○

前半の講義は対面（リモート
可．ただし同期）で実施しま
す．来学できない事情がある場
合，事前に申告して下さい．後
半の講義はリモートで非同期の
実施となります．

○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10665
初回授業から同
期で実施しま
す．

前期 １Ｑ 26630001 宇宙ロボティクス特論 Advanced Space Robotics 01 永岡　健司 NAGAOKA Kenji ○ ○
entirely in English
（一部，日本語で
補足）

4/8 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10685

前期 １Ｑ 26500915 宇宙環境試験
Space Environment
Testing

01 趙　孟佑 CHO Mengu ○ ○ entirely in English 4/16 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10682

前期 １Ｑ 26000853 宇宙航空システム特論
Practical Theory of
Aerospace Systems

01 趙　孟佑 CHO Mengu × 4/14 全講義を遠隔授業で実施します ○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10654

集中講義開講日
4/14(水)3-5限
4/21(水)3-4限
4/28(水)3-4限
5/12(水)3-4限
5/19(水)3-4限
5/26(水)3-4限
6/2(水)3-4限

前期 １Ｑ 26450901 建築学特論
Advanced Architecture
and Architectural
Engineering

01

陳　沛山
德田　光弘
佐久間　治
趙　旺熙

CHEN Pei-Shan
TOKUDA Mitsuhiro
SAKUMA Osamu
CHO Wanghee

× 4/12 全講義を遠隔授業で実施します ○ ○ ○ ○ △
履修登録及びMoodle登録をし、LiveCampusでこの科
目の「授業連絡通知」を確認し、Moodleで授業に関
する注意を理解しておくこと。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10666

授業方法は担当
教員によってこ
となる場合があ
り，詳細は
Moodleを参考く
ださい．

前期 １Ｑ 26450905 建築環境特論
Advanced Architectural
Environment Design

01 趙　旺熙 CHO Wanghee ○ 約50%の資料が英
語

4/13 ○ 50%以上 ○ ○ ○ ○

・履修登録をし，LiveCampusでこの科目の「授業連
絡通知」を確認し，初回授業に関する注意を理解して
おくこと．
・Moodleのコースを登録し，注意事項等を確認する
こと．

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10667
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前期 １Ｑ 26450911 建設材料学 Construction Materials 01 日比野　誠 HIBINO Makoto △

This class is
conducted mostly
in Japanese.
Some materials
would be
prepared in
English.  Of
course, English
paper is accepted.

4/15 ○ 原則対面で行います．
almost in person

○ ○ 履修登録し，LiveCampusとMoodleを確認する． https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10668

前期 １Ｑ 26440902 数値流体力学特論
Computational Fluid
Dynamics

01 坪井　伸幸 TSUBOI Nobuyuki ○

要望があれば英語
対応可
It is possible to
respond in English
if requested.

4/13 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○

履修登録をし、LiveCampusでこの科目の「授業連絡
通知」を確認し、初回授業に関する注意を理解してお
くこと。
Register, and access the LiveCampus to confirm the
instruction.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10661

前期 １Ｑ 26470823 材料反応速度特論
Advanced Reaction
Kinetics in Materials
Processing

01 高須　登実男 TAKASU Tomio △

要望があれば英語
対応可
It is possible to
respond in English
if requested.

4/14 ○
全講義を対面で実施します。来
学できない事情がある場合、事
前に相談ください。

○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10670

前期 １Ｑ 26470938 材料相変態特論
Phase Transformations in
Materials

01 徳永　辰也
TOKUNAGA
Tatsuya

△

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/12 ○
全講義を対面で実施します。来
学できない事情がある場合、事
前に相談ください。

○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10675

前期 １Ｑ 26450805 構造解析学特論
Advanced Structural
Analysis

01 山口　栄輝 YAMAGUCHI Eiki ○ entirely in English 4/12 △

全講義を遠隔授業で実施しま
す．但し，試験は対面で行う予
定
only on-line, possibly except
exam

○ ○ ○ ○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10664

前期 １Ｑ 26470903 機能材料創製特論
Functional Material
Creation

01 坪田　敏樹 TSUBOTA Toshiki △

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/9 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10673

前期 １Ｑ 26000814 熱輸送特論 Heat Transfer 01 宮﨑　康次 MIYAZAKI Koji ○ ○ entirely in English 4/9 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ ○

教室にビデオなど設置され，Face to FaceとOnlineの
同時実施が可能な場合は、Face to Faceも実施しま
す。
Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10652

前期 １Ｑ 26470834 物理化学概論
Advanced Physical
Chemistry

01 竹中　繁織 TAKENAKA Shigeori △

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/8 ○
全講義を対面で実施します。来
学できない事情がある場合、事
前に相談ください。

○ ○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10672

前期 １Ｑ 26009808 現代哲学概論 Contemporary Philosophy 01 中村　雅之
NAKAMURA
Masayuki

× 4/9 全講義を遠隔授業で実施します ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、授業
の実施方法に関して確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10656

前期 １Ｑ 26009814 環境学特論
Advanced Environmental
Studies

01 大田　真彦 OTA Masahiko △

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to submit your
report  written in
English.

4/12 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、授業
の実施方法に関して確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10657
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前期 １Ｑ 26470911 環境材料強度学特論
Advanced Environmental
Strength of Materials

01 横山　賢一
YOKOYAMA
Kenichi

○

要望があれば英語
対応可
It is possible to
respond in English
if requested.

4/13 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10674

前期 １Ｑ 26470948 生体機能化学特論
Advanced Biofunctional
Chemistry

01 城﨑　由紀 SHIROSAKI Yuki ○

要望があれば英語
対応可
It is possible to
respond in English
if requested.

4/9 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ ○

履修登録，Moodleコース（別欄URL参照）へ登録
し，初回授業に関する注意を理解しておくこと。
Register the LiveCampus and Moodle to confirm the
instruction.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10676

前期 １Ｑ 26440825 知的システム構成特論
Advanced Intelligent
System

01 神谷　亨 KAMIYA Tohru △

要望があれば英語
対応可
It is possible to
respond in English
if requested.

4/8 ○

全講義を対面で実施予定です
が、コロナ感染の状況に応じて
遠隔実施もあり得ます。来学で
きない事情がある場合、事前に
相談ください。

○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10659

前期 １Ｑ 26100003 確率特論
Advanced Probability
Theory

01 大輪　拓也 OHWA Takuya △

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/8 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10658

前期 １Ｑ 26470801 移動現象特論
Advanced Transport
Phenomena

01 齋藤　泰洋 SAITO Yasuhiro △

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/13 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10669

前期 １Ｑ 26470828 精密無機材料合成特論
Advanced Inorganic
Materials Chemistry

01 植田　和茂 UEDA Kazushige × 4/8 ○
原則、全講義を対面で実施しま
す。場合により、Zoomによる遠
隔で実施することがあります。

△ ○ △ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10671

前期 １Ｑ 26620002 自動運転車両特論
Advanced Autonomous
Vehicle

01 大屋　勝敬 OYA Masahiro × 4/12 ○
全講義を対面で実施します。来
学できない事情がある場合、事
前に相談ください。

前期 １Ｑ 26440906 視覚情報解析特論
Advanced Visual
Information Analysis

01
タン　ジュー　ク
イ

TAN Joo Kooi × 4/12 全講義を遠隔授業で実施します ○ ○ ○ ○ 履修登録を行い，Moodleコース（別欄URL参照）に
アクセスし、初回授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10662

前期 １Ｑ 26490805 計画数学特論
Advanced Mathematical
Programming and Control

01 藤田　敏治 FUJITA Toshiharu △

講義は日本語で
す。レポートは英
語でも受け付けま
す。
This course is
provided in
Japanese. It is OK
to submit your
report  written in
English.

4/8 全講義を遠隔授業で実施します
only remote class

○ ○ ○

履修登録をし、LiveCampusでこの科目の「授業連絡
通知」を確認し、初回授業に関する注意を理解してお
くこと。
Register, and access the LiveCampus to confirm the
instruction.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10678

前期 １Ｑ 26490844 量子力学特論
Advanced Quantum
Mechanics

01 鎌田　裕之 KAMADA Hiroyuki △

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/9 ○
全講義を対面で実施します。来
学できない事情がある場合、事
前に相談ください。

○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10680 初回授業は同期
で実施します。

前期 １Ｑ 26490852 電子物性基礎論
Fundamentals of Solid
State Physics

01 松平　和之
MATSUHIRA
Kazuyuki

△

講義資料は日本語
です。レポートは
英語でも受け付け
ます。
The materials are
written in
Japanese.It is OK
to subumit your
report  written in
English.

4/8 ○ 講義は対面で実施し，ハイフ
レックスでの配信も行います。

○ ○ ○
Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。初回講義資料は
4/5に公開する予定なので予習をしておくこと。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10681
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前期 １Ｑ 26660002 電気エネルギー変換工学特論
Electric Energy Conversion
Technology

01 長谷川 一徳
HASEGAWA
Kazunori

○

要望があれば英語
対応可
It is possible to
respond in English
if requested.

4/14 ○
全講義を対面で実施します。来
学できない事情がある場合、事
前に相談ください。

○ ○ ○ ○ Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、初回
授業に関する注意を確認すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10687

工学府学生便覧、シラバス、時間割、学年暦
https://www.tobata.kyutech.ac.jp/gr-school/gra-syllabus/
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