
授業科目一覧表（院_工学府) /List of remote classes and face-to-face subjects (Graduate School of Engineering) 2021.6.8　15：00

※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。）/※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。）/※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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２Ｑ 26000804 現代数学特論 Modern Mathematics 01 野田 尚廣 NODA Takahiro 後日決定
日程が決まり次第、掲示板とLive Campusの連絡通知でお

知らせします。
夏季集中講義 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10689 

２Ｑ 26000808 知的財産論 Intellectual Property 01 柳楽 隆昌 NAGIRA Takamasa △

講義資料は日本語です。レ

ポートは英語でも受付可

The materials are written in 

Japanese.It is OK to subumit 

your report  written in 

English.

2021/6/15 -

全講義を遠隔授業で実施予

定（only remote class）。

但し、対面授業も可能と判

断される場合は実施可否を

適宜検討する。

○ ○ ○ ○
Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、

初回講義及び各講義に関する注意事項を確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10690 

２Ｑ 26000813 宇宙環境試験ワークショップ
Space Environment Testing 

Workshop
01 趙 孟佑 CHO Mengu ○ ○ entirely in English

To Be 

Announced
◯

対面で行います

To be done on site

Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、

初回講義及び各講義に関する注意事項を確認すること。

Access to the Moodle to get information about the 

starting date and other informations

"Space Engineering 

Testing Workshop" 

is only for the 

students who 

registered for 

Space Engineering 

International 

Course.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10691 

２Ｑ 26000815 ストックマネジメント学
Stock Management of  

Technology
01 德田 光弘 TOKUDA Mitsuhiro × 2021/6/16 - ○ ○ ○

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=10692 

２Ｑ 26000852 先端産業システム特論
Practical Theory of Advanced 

Industry Systems
01 宮﨑 康次 MIYAZAKI Koji × 2021/6/16 - ○ ○ ○ Moodleで指示をよく確認するようお願いします。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10693 

２Ｑ 26009804 マイノリティの人権特論 Human Rights of Minority 01 東野 充成 HIGASHINO Mitsunari × 2021/6/14 ○

対面授業と非同期型を併用

します。対面の回と非同期

の回はMoodleで確認してく

ださい。

○ ○ ○

履修登録及びMoodleに登録し、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。

初回授業は対面で

実施します。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10694 

２Ｑ 26009808 現代哲学概論 Contemporary Philosophy 02 中村 雅之
NAKAMURA 

Masayuki
× 2021/6/11 -

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=10656 

２Ｑ 26100001 組み込みシステム特論 Advanced Embedded Systems 01 浅海 賢一 ASAMI Kenichi ○ ○ entirely in English 2021/6/17 - only remote class ○ ○ ○ ○
Register, and access the Moodle to confirm the 

instruction.
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10696 

２Ｑ 26440801 宇宙環境技術特論
Spacecraft Environment 

Interaction Engineering
01 豊田 和弘 TOYODA Kazuhiro ○ ○ entirely in English 2021/6/14 - only remote class ○ ○ ○ ○ ○

Register, and access the Moodle to confirm the 

instruction.
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10697

２Ｑ 26440802 応用構造解析特論 Advanced Structural Analysis 01 河部 徹 KAWABE Toru × 2021/6/14 -
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。WIndows10 64bit版がインス

トールされているパソコンが必要です。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10698

２Ｑ 26440807 機能表面工学特論
Advanced Functional Surface 

Engineering
01 松田 健次 MATSUDA Kenji 2021/6/14 試験

試験のみ対面で実施予定で

す。詳細は授業中に説明し

ます。

試験以外

全て
○ ○

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=10699
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【変更履歴】
　2021.6.8　「選択英語1T」「選択英語3T」　科目追記・開催案内添付

MoodleコースURL

この色の授業科目は対面授業または試験を行う可能性があります。
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.

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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２Ｑ 26440808 計測工学特論
Advanced Measurement 

Engineering
01 清水 浩貴 SHIMIZU Hiroki △

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.

2021/6/11 - ○ ○ ○
講義Zoom接続先等の連絡や指示はmoodle上で連絡するの

で確認しておいてください．
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10700

２Ｑ 26440824 弾性力学特論 Advanced Theory of Elasticity 01 野田 尚昭 NODA Naoaki ○

要望があれば英語対応可

It is possible to respond in 

English if requested.

2021/6/15 ○
基本的に遠隔では講義を行

わず、対面で実施します。
○ ○ ○

火曜6限, 木曜6限に

１−３B教室で実施

します。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10701

２Ｑ 26440827 知能システム学特論
Advanced Course of 

Intelligent Systems
01 黒木 秀一 KUROGI Shuichi △

講義資料は日本語と英語を併

記。プレゼン、レポートは日

本語または英語が可能。

The materials are written in 

Japanese and English. It is 

possible to make  

presentations and reports  in 

Japanese or  English.

2021/6/13 -

全講義を遠隔で実施しま

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=10702

２Ｑ 26440909 史的文明論と社会論Ⅱ
Historical Study of 

Civilizations Ⅱ
01 本田 逸夫 HONDA Itsuo △ 質問等は英語対応可能 2021/6/11 ○ （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=10703

２Ｑ 26450814 地盤防災工学特論
Advanced Ground Disaster 

Prevention
01 永瀬 英生 NAGASE Hideo △

資料の一部に英語のものもあ

りますが、授業は日本語で行

います。ただし、レポートは

英語のものも受け付けます。

Although the part of 

materials are written in 

Englishi, the lecture will be 

conducted in Japanese. It is 

OK to subumit your report  

written in English.

2021/6/17 ○

基本的に対面授業で行う予

定です。緊急事態宣言等の

場合は遠隔授業とします。

○ ○ ○
Moodle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=10704

２Ｑ 26450816 数値水理学 Computational Hydraulics 01 重枝 未玲 SHIGE-EDA Mirei △

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。

2021/6/16 ○
緊急事態宣言が解除後，対

面とします．
○ ○ ○ ○ ○

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。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10705

２Ｑ 26450819 水工学特論 Hydraulics 01 ⿁束 幸樹 ONITSUKA Kouki ×

講義資料は日本語です．

The materials are written in 

Japanese.

2021/6/15 -

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=10706

２Ｑ 26450903 建築計画特論
Advanced Architectural 

Planning
01 德田 光弘 TOKUDA Mitsuhiro × 2021/6/16 - ○ ○ ○

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=10707

２Ｑ 26470809 化学工学概論
Chemical Engineering 

Exercise
01 山村 方人 YAMAMURA Masato ○

要望があれば英語対応可

It is possible to respond in 

English if requested.

2021/6/15 -

全講義を遠隔授業で実施し

ます

only remote class

○ ○

履修登録をし、この科目のMoodleページを確認しておくこ

と。

Register, and access the Moodle to confirm the 

instruction.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10708

２Ｑ 26470821 材料科学特論 Advanced Materials Science 01 石丸 学 ISHIMARU Manabu × 後日決定 ○

対面で行う予定であるが、

状況次第で遠隔の可能性あ

り。遠隔の場合は同期で行

う予定。

○ ○ 掲示板、九工大メールを確認すること。 夏季集中講義 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10709

２Ｑ 26470825 錯体化学特論
Advanced Coordination 

Chemistry
01 森口 哲次 MORIGUCHI Tetsuji △

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.

2021/6/15 -

全講義を遠隔授業で実施し

ます

only remote class

○ ○ ○

シラバスで指定しているテキストを購入すること。

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=10710

２Ｑ 26470829 精密有機合成化学特論

Advanced Syntheses and 

Reactions in Organic 

Chemistry

01 北村 充 KITAMURA Mitsuru × 2021/6/11 試験

試験のみ対面で実施予定で

す。詳細は授業中に説明し

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=10711

２Ｑ 26470830 センサ化学特論 Chemical Sensor Technology 01 清水 陽一 SHIMIZU Youichi △
個別に相談し可能であれば対

応します。
2021/6/14 -

全講義を遠隔授業で実施し

ます
○ ○ ○ ○ ○

履修登録し、Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし

て授業に関する諸注意を確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10712

２Ｑ 26470840 有機化学概論 Advanced Organic Chemistry 01 柘植 顕彦 TSUGE Akihiko × -
全講義を遠隔授業で実施し

ます
○ ○

Live Campus上で

連絡します。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10713

２Ｑ 26470858 薄膜材料学特論 Advanced thin film materials 01 堀出 朋哉 HORIDE Tomoya △ 2021/6/15 - ○ ○
履修登録し、Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし

て授業に関する諸注意を確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10714

２Ｑ 26470904 表面改質工学特論 Surface Modification 01 山口 富子 YAMAGUCHI Tomiko △

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.

2021/6/17 - ○ ○
履修登録をし、Moodleコース(別欄URL参照)にアクセス 

し、授業に関する注意などを確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10715

２Ｑ 26470905 集合体化学特論 Chemistry of Hybrid Materials 01 中戸 晃之 NAKATO Teruyuki ×
Sorry, only Japanese on-

dmand movies are available.
2021/6/11 -

全講義を遠隔授業で実施し

ます。
○ ○

履修登録をし、Moodleコース（別欄URL参照）にアクセス

し、授業に関する注意などを確認すること。

初回の講義動画は6

月10日より公開し

ます。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10716
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２Ｑ 26470907 構造相転移学特論
Advanced Structural Phase 

Transition
01 堀部 陽一 HORIBE Yoichi ○

日本語は非同期。要望があれ

ば同期にて英語対応可

English classess will be held 

synchronously if requested.

2021/6/16 -

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=10717

２Ｑ 26470908 非平衡材料分析学特論
Non-equilibrium Materials 

Analysis
01 大坪 文隆 OTSUBO Fumitaka ×

講義は日本語で行います。希

望が有れば英語併記の資料を

使用。

2021/6/14 - ○ ○ ○
履修登録をし、Moodleコース（別欄URL参照）にアクセス

し、授業に関する注意などを確認すること。

レポートあり。英

語可。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10718

２Ｑ 26470944 バイオ分析化学特論
Advanced Analytical 

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.

2021/6/17 ○
対面授業が実施可能になれ

ば、対面授業を行います
○ ○ ○ ○ ○

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。

Please check the Precautions of Moodle couse before 

attending 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.

最初の授業はzoom

で行います。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10719

２Ｑ 26490821 超伝導工学特論
Advanced Superconducting 

Electronics
01 出口 博之 DEGUCHI Hiroyuki × 2021/6/11 -

全講義を遠隔授業で実施し

ます
○ ○ ○ ○

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。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10720

２Ｑ 26490823 電気材料特論 Advanced Electrical Materials 01 白土 竜一
SHIRATSUCHI 

Ryuichi
× 2021/6/11 -

全ての授業を遠隔で実施し

ます。
○ ○ ○

Moodleにアクセスして、アップしている資料を確認して

おいてください
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10721

２Ｑ 26490853 電子システム開発特論
Advanced Electronic System 

Development
01 中藤 良久 NAKATOH Yoshihisa △

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.

2021/6/17 -

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。

第２Ｑ開始日の６

／１５（火）３限

は休講にします

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10722

２Ｑ 26490902 集積回路デバイス特論 Advanced Integrated Circuits 01 松本 聡
MATSUMOTO 

Satoshi
×

レポートは英語対応可

It is OK to subumit your 

report  written in English.

2021/6/15 ○
状況に応じて一部対面で実

施します
○ ○ ○ ○ ○ LiveCampusとMoodleを確認してください

次週の授業形態は

前の週に

LiveCampusで連絡

します

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10723

２Ｑ 26490903 誘電体工学特論 Dielectric Materials 01 小迫 雅裕 KOZAKO Masahiro △

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.

2021/6/14 -

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=10724

２Ｑ 26500819 ナノ材料およびデバイス特論 Nanomaterials and Devices 01 孫 勇 SUN Yong △

英語レポート可

It is OK to subumit your 

report  written in English.

2021/6/14 -

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=10725

２Ｑ 26500823 メカトロニクス特論 Advanced Mechatronics 01 小森 望充 KOMORI Mochimitsu ×

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.

2021/6/16 ○ ハイフレックス ○ ○ ○ ○
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=10726

２Ｑ 26500825 ＭＥＭＳ工学特論
Micro Electromechanical 

Systems
01 本田 崇 HONDA Takashi ×

講義は日本語で行われます。

This course will be taught in 

Japanese.

試験

全講義遠隔で実施します

が、期末試験は対面で行い

ます。詳細は授業中に説明

します

○ ○ ○ Moodleに登録しておくこと。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10727

２Ｑ 26500836 応用幾何学特論 Applied Geometric Theory 01 野田 尚廣 NODA Takahiro × -
全講義を遠隔授業で実施し

ます
○ ○ ○ Moodleのページに入り,参加者登録してください。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10728

２Ｑ 26500902 磁気工学特論 Magnetic Engineering 01 竹澤 昌晃 TAKEZAWA Masaaki × 2021/6/15 -
全講義を遠隔授業で実施し

ます
○ ○ ○

履修登録をし、LiveCampusでこの科目の「授業連絡通

知」を確認するのに加え、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=10729

２Ｑ 26500919 ナノ構造光物性特論
Photophysics of 

Nanostructures
01 小田 勝 ODA Masaru △

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.

2021/6/16 -

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=10730



English
コメント

comment

対面あり

Face-to-face 
subjects

コメント

comment

同期

Synchronou
s

非同期

Asynchrono
us

Moodle Live Campus Zoom
その他

Others

授業開始日

Class
Start Date

対面授業の有無（※２）英語対応（※１）

開講区分

Term
科目コード

Course code
科目名（日本語）

Course Name in Japanese
科目名（英語）

Course Name in English

クラス

Class

担当教員名

Instructor Name in 
Japanese

Instructor Name in 
English

SEIC

遠隔授業の形態（※３） 授業で使用するツール

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

備考
Remarks

MoodleコースURL

２Ｑ 26500968 応用代数学特論 Advanced Algebraic Theory 01 平之内 俊郎 HIRANOUCHI Toshiro △

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.

2021/6/14 試験

試験のみ対面で行う可能性

があります。受講者の状況

によって判断します。

○ ○ ○
Moodleコースページにアクセスし受講するに当たっての諸

注意を読んでおくこと
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10731

２Ｑ 26640001 ロケット推進工学特論
Advanced Rocket Propulsion 

Engineering
01 北川 幸樹 KITAGAWA Koki ○ ○ entirely in English 2021/6/17 - only remote class ○ ○ ○

Register, and access the Moodle to confirm the 

instruction.
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10732

２Ｑ 26650002 宇宙環境科学特論
Advanced Space Environment 

Science
01 北村 健太郎 KITAMURA Kentarou ○ ○ entirely in English 2021/6/15 - only remote class ○ ○ ○ ○

Register, and access the Moodle to confirm the 

instruction.
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10733

２Ｑ 26009666 選択英語1Ｔ Elective English 1T 01 川村 真央 KAWAMURA Mao 2021/8/30 - ○ ○ ○ ○

別添の開講案内を確認してください。また、6/11-6/17の

第2Q履修登録修正期間内にライブキャンパス上で履修登録

をしてください。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10519

２Ｑ 26009668 選択英語3Ｔ Elective English 3T 01 ⾧岡 節子 NAGAOKA Setsuko 2021/9/6 - ○ ○ ○ ○

別添の開講案内を確認してください。また、6/11-6/17の

第2Q履修登録修正期間内にライブキャンパス上で履修登録

をしてください。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10520


