
令和４年度第１Q・前期セメスター授業科目一覧表（院_工学府) __Course list for the 2022 1st quarter/semester (Graduate School of Engineering) 更新履歴

 

2022/3/25　UP

2022/3/28　「インテグレーション実践演習Ⅰ・Ⅱ（26990835・26990836）」追記

2022/3/28　「地盤ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学（26450813）」参考追記

※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. 

Englis

h

コメント

comment

対面あり

Face-to-

face 

subjects

コメント

comment

同期

Synchronous

非同期

Asynchronous
Moodle Live Campus Zoom

通期

Semester
26009662 英語ⅨＤ English ⅨＤ 01

ロング　Ⅲ　ロバート　

ウィリアム

LONG Ⅲ ROBERT 

WILLIAM
○ All English class 2022/4/14 ○

対面あり

Face-to-face 

subjects

○ ○ ○ ○
Register yourself in the class Moodle 

page.

Synchronous 

style 

may also be 

used.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009662:01

通期

Semester
26009663 英語ⅩＡ English ⅩA 01 渡邉　浩明 WATANABE Hiroaki ● ○ All English class 2022/4/11

なし

No

全講義を遠隔授業

で実施します

All classes will 

be conducted 

online.

○ ○ ○ ○ ○
Register yourself in the class Moodle 

page.
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009663:01

通期

Semester
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.

2022/4/11 ○

対面で実施します。

状況により遠隔も取

り入れます。

○ ○ ○ ○ ○

応用化学コースの博士前期課程２年は履修登録

をし、LiveCampusやMoodleでこの科目を確認

し、指導教員の指示のもと授業に関する注意を理

解しておくこと。

修士論文研究の

中間報告も含ま

れます。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470805:01

通期

Semester
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.

4/1以降適時 ○

マテリアル工学

コースの博士前

期課程学生対

象です

通期

Semester
26990835 インテグレーション実践演習Ⅰ

Exercises on 

Advanced Robotics 

Integration I

01 西田　祐也 NISIDA Yuya 〇 適宜，英語で補足する 2022/4/13 ○ 一部のみ ○ 〇 〇

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。

１．日時：３月２８日（月）

　　　　　　　　１０：３０～１１：３０

２．場所：Zoomによるオンライン開催

https://us02web.zoom.us/j/8371285496

1?pwd=bmRldmNRSkdadmV6UUg0Uk55c

ENrdz09

３．資料：下記URLよりダウンロードしてください。

（説明会の前日までに下記URLにアップ予定）

https://proself.jimu.kyutech.ac.jp/public/

VE6kwAhKKMkA2xUB1gp_sO207uMd20Gk

k0_qMvLMB_KL

※当日参加できなかった学生は、新入生オリエン

テーションにて録画版を視聴可能。

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

通期

Semester
26990837 インテグレーション実践演習Ⅲ

Exercises on 

Advanced Robotics 

Integration III

01 西田　祐也 NISIDA Yuya 〇 適宜，英語で補足する 2022/4/13 ○ 一部のみ ○ 〇 〇

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。

１．日時：３月２８日（月）

　　　　　　　　１０：３０～１１：３０

２．場所：Zoomによるオンライン開催

https://us02web.zoom.us/j/8371285496

1?pwd=bmRldmNRSkdadmV6UUg0Uk55c

ENrdz09

３．資料：下記URLよりダウンロードしてください。

（説明会の前日までに下記URLにアップ予定）

https://proself.jimu.kyutech.ac.jp/public/

VE6kwAhKKMkA2xUB1gp_sO207uMd20Gk

k0_qMvLMB_KL

※当日参加できなかった学生は、新入生オリエン

テーションにて録画版を視聴可能。

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

通期

Semester
42000818 日本語Ⅰ Japanese Ⅰ

01

(月4)
山路　奈保子 YAMAJI Naoko

留学生対象科目

（only for International 

Students）

2022/4/11 ○
受講生の来日に対

応する
○ ○ ○ 詳細はMoodleコースを確認してください。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:42000818:01

通期

Semester
42000818 日本語Ⅰ Japanese Ⅰ

02

(金4)
上野　まり子 UENO Mariko

留学生対象科目

（only for International 

Students）

2022/4/15 ○
受講生の来日に対

応する
○ ○ ○ 詳細はMoodleコースを確認してください。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:42000818:02

１Ｑ 26000814 熱輸送特論 Heat Transfer 01 宮﨑　康次 MIYAZAKI Koji ● ○
conducted entirely in 

English
2022/4/15 ○

Please see video 

files when you 

cannot come to 

the class room.

○ ○
Please see the information at a Moodle 

page of this course.
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26000814:01

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

Technology
01

吉武　哲信

德田　光弘

YOSHITAKE 

Tetsunobu

TOKUDA Mitsuhiro

- 2022/4/13 ○

対面で実施します。

来学できない事情

がある場合、事前に

担当教員に相談く

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?idnumber=2022:26000816:01

１Ｑ 26009808 現代哲学概論
Contemporary 

Philosophy
01 中村　雅之

NAKAMURA 

Masayuki
- 2022/4/15

なし

No

全て遠隔講義にて

実施します
○ ○ ○

Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、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?idnumber=2022:26009808:01

１Ｑ 26009814 環境学特論

Advanced 

Environmental 

Studies

01 大田　真彦 OTA Masahiko - 2022/4/11
なし

No

全て遠隔講義にて

実施します
○ ○ ○ ○

Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、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?idnumber=2022:26009814:01

備考

Remarks

科目名（英語）

Course Name in English

開講区分

Term

科目コード

Course code

科目名（日本語）

Course Name in Japanese

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.

担当教員名

Instructor Name in 

Japanese

授業開始日

start date

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

授業開始前までに行うこと

Things to do before classes start

Instructor Name in 

English
SEIC

英語対応（※１）

English support

対面授業科目（※２）

Face-to-face subject

※Moodleコースは、授業担当教員による準備が整い次第、アクセス可能になります。しばらくお待ちください。

　授業前日になってもアクセスできない場合は、工学部大学院係へお問い合わせください。

※Moodle course URL will be accessible once it is ready by the course instructor. If you cannot access it now, please wait for a 

while. If you cannot access it even the day before the class starts, please contact the Graduate School Section.

クラス

Class

MoodleコースURL

Moodle Course URL
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h
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comment

対面あり

Face-to-
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コメント

comment

同期

Synchronous

非同期

Asynchronous
Moodle Live Campus Zoom

備考

Remarks

科目名（英語）
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開講区分

Term

科目コード

Course code

科目名（日本語）

Course Name in Japanese

担当教員名

Instructor Name in 

Japanese

授業開始日

start date

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

授業開始前までに行うこと

Things to do before classes start

Instructor Name in 

English
SEIC

英語対応（※１）

English support

対面授業科目（※２）

Face-to-face subject

クラス

Class

MoodleコースURL

Moodle Course URL

１Ｑ 26009818 歴史学特論 Advabced History 01 水井　万里子 MIZUI Mariko - 2022/4/11 ○ ○ ○ ○ moodleコースで履修の詳細を確認してください。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009818:01

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.

2022/4/14
なし

No

全講義を遠隔授業

で実施します

All classes will 

be conducted 

online.

○ ○
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?idnumber=2022:26100003:01

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.

2022/4/12 ○
感染拡大の場合は

遠隔
○ ○

１Ｑ 26440830 伝熱学特論
Advanced Heat 

Transfer
01 長山　暁子 NAGAYAMA Gyoko ○ Available upon request 2022/4/11 ○

Available upon 

request
○ ○ ○ Please confirm syllabus carefully. https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26440830:01

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

Dynamics
01 坪井　伸幸 TSUBOI Nobuyuki ○

conducted entirely in 

English
2022/4/12 ○

対面で実施します。

来学できない事情

がある場合、事前に

担当教員に相談く

ださい。

This class will be 

carried out 

face-to-face. If 

you are unable 

to come to the 

school, please 

consult with the 

teacher in 

advance.

○ ○ ○ ○

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。

Access the Moodle course(see URL in the 

different column) and check the attention 

to the first class.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26440902:01

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 △

講義は日本語で講義資料は英語

です。要望があれば英語対応可。

レポートは日本語・英語のいずれも

受け付けます。

The lecture is provided in 

Japanese and the materials 

are written in English.

English correspondence is 

possible, if there is a 

requested.

The reports in both written 

in English and Japanese are 

acceptable.

2022/4/11
なし

No

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?idnumber=2022:26440906:01

１Ｑ 26450810 材料力学特論

Advanced 

Mechanics of 

Materials

01 山口　栄輝 YAMAGUCHI Eiki ● ○
conducted entirely in 

English
2022/4/11 ○

Mid-term and 

final exams will 

be given in a 

lecture room.

○ ○ ○

履修前提条件：学部の構造力学

Prerequisite: Structural Mechanics in 

Undergraduate

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26450810:01

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.

2022/4/13 ○

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?idnumber=2022:26450811:01

１Ｑ 26450901 建築学特論

Advanced 

Architecture and 

Architectural 

Engineering

01

陳　沛山

德田　光弘

趙　旺熙

CHEN Pei-Shan

TOKUDA Mitsuhiro

CHO Wanghee

- 2022/4/11 ○

担当教員によって対

面型あるいは遠隔

同期型で実施しま

すので，Moodle登

録をし、

LiveCampusでこ

の科目の「授業連

絡通知」を確認して

おくこと。

○ ○ ○ ○

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。

LiveCampusや

Moodleで確認

しておくこと。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26450901:01

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 2022/4/12 ○ ○ ○ ○ ○ 事前にMoodleコースを登録すること． https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26450905:01

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.

2022/4/14 ○

原則対面授業です

が，コロナの感染状

況によっては遠隔授

業にになる場合があ

ります

○ ○ ○ ○ ○
履修登録し，LiveCampusとMoodleのコースを

確認する
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26450911:01

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.

2022/4/12
なし

No

講義を基本的に遠

隔授業で実施しま

す

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?idnumber=2022:26470801:01

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.

2022/4/13 ○

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、事前に担当教

員に相談ください。

○
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?idnumber=2022:26470823:01

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

Materials Chemistry
01 植田　和茂 UEDA Kazushige △

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.

2022/4/12 ○

対面で実施します。

来学できない事情

がある場合、事前に

担当教員に相談く

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?idnumber=2022:26470828:01

2 / 4 ページ



Englis

h

コメント

comment

対面あり

Face-to-

face 

subjects

コメント

comment

同期

Synchronous

非同期

Asynchronous
Moodle Live Campus Zoom

備考

Remarks

科目名（英語）

Course Name in English

開講区分

Term

科目コード

Course code

科目名（日本語）

Course Name in Japanese

担当教員名

Instructor Name in 

Japanese

授業開始日

start date

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

授業開始前までに行うこと

Things to do before classes start

Instructor Name in 

English
SEIC

英語対応（※１）

English support

対面授業科目（※２）

Face-to-face subject

クラス

Class

MoodleコースURL

Moodle Course URL

１Ｑ 26470832 ナノ材料化学特論
Nanomaterials 

chemistry
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.

2022/4/15
なし

No

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?idnumber=2022:26470832:01

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.

2022/4/13 ○

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?idnumber=2022:26470834:01

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

Creation
01 坪田　敏樹 TSUBOTA Toshiki

隔年開講

R4非開講

１Ｑ 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.

2022/4/14 ○

対面で実施します。

来学できない事情

がある場合、事前に

担当教員に相談く

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=10715#section-15

１Ｑ 26470911 環境材料強度学特論

Advanced 

Environmental 

Strength of 

Materials

01 横山　賢一 YOKOYAMA Kenichi △

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.

2022/4/12 ○

対面で実施します。

来学できない事情

がある場合、事前に

担当教員に相談く

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?idnumber=2022:26470911:01

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.

2022/4/11 ○

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?idnumber=2022:26470938:01

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.

2022/4/13
なし

No

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?idnumber=2022:26470948:01

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.

2022/4/12 ○

ハイフレックスで実施

しますが，遠隔のみ

の日があるかもしれ

ません．

○ ○ ○ ○
Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、授

業に関する連絡等を必ず事前に確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490801:01

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.

2022/4/11 ○

半数程度の回を対

面で実施する予定

です。来学できない

事情がある場合、

事前に担当教員に

連絡すること。

○ ○ ○
Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、授

業に関する連絡等を必ず事前に確認すること。

初回授業は非

同期で実施しま

す。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490805:01

１Ｑ 26490815 センシング基礎特論
Sensing 

Engineering
01 芹川　聖一 SERIKAWA Seiichi △

講義資料は日本語です。試験は

英語でも受け付けます。

The materials are written in 

Japanese. Exam is also 

accepted in English.

2022/4/12
なし

No

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?idnumber=2022:26490815:01

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.

2022/4/15 ○

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、授

業に関する連絡等を必ず事前に確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490844:01

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.

2022/4/14 ○

基本対面で行いま

す。希望があればハ

イフレックスにも対応

します。

○ ○ ○
シラバスにて教科書を確認するとともに，講義内容

に該当する箇所を読んでおいてください。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490852:01

１Ｑ 26500837 宇宙材料劣化特論

Materials 

Degradation in 

Space 

Environments

01 岩田　稔 IWATA Minoru △

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.

2022/4/11
なし

No

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」を確認すると共に、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・理解すること。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500837:01

１Ｑ 26500906 応用解析特論
Advanced Applied 

Analysis
01 若狭　徹 WAKASA Tohru △

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.

2022/4/13 ○
全講義を対面授業

で行います
○ ○ ○

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。

Register, and access the LiveCampus to 

confirm the instruction.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500906:01

１Ｑ 26500915 宇宙環境試験
Space Environment 

Testing
01 趙　孟佑 CHO Mengu ● ○

conducted entirely in 

English
2022/4/15 ○

状況によりハイブリッ

ドまたはリモート

Hybrid or 

remote 

according to the 

situation.

○ ○ ○ ○

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。

Access the Moodle course and confirm 

the instructions.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500915:01

１Ｑ 26620002 自動運転車両特論

Advanced 

Autonomous 

Vehicle

01 大屋　勝敬 OYA Masahiro -

講義は日本語で行われます。

This course will be taught in 

Japanese.

2022/4/11
なし

No

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?idnumber=2022:26620002:01

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

隔年開講

R4非開講
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１Ｑ 26630001 宇宙ロボティクス特論
Advanced Space 

Robotics
01 永岡　健司 NAGAOKA Kenji ● ○

conducted entirely in 

English

（一部，日本語で補足）

2022/4/12
なし

No

全講義を遠隔授業

で実施します

only remote 

class

○

未入国の受講者に

ついては，時差の影

響を考慮して，別

途連絡の上，非同

期での受講を認める

For foreign 

students who 

stay outside 

Japan, please 

contact 

Nagaoka. Then, 

you're allowed 

to take this class 

remotely as an 

asynchronous 

class, depending 

on the time 

difference.

○ ○
特に無し

none
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26630001:01

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.

2022/4/11 ○ ○
Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、授

業に関する連絡等を必ず事前に確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26660001:01

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.

2022/4/13 ○

基本対面で実施し

ますが，遠隔講義

で実施する回があり

ます。来学できない

事情がある場合、

事前に担当教員に

相談ください。

○ ○
Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、授

業に関する連絡等を必ず事前に確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26660002:01

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.

2022/4/14
なし

No

基本的に遠隔授業

で実施しますが、対

面形式での講演を

行う可能性もありま

す。

Basically, the 

lecture will be 

conducted 

remotely.

○ ○ ○ ○

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?idnumber=2022:26670002:01

１Ｑ 26670005 ワイヤレス通信工学特論

Advanced Wireless 

Communication 

Engineering

01 廣瀬　幸 HIROSE  Miyuki -

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.

2022/4/11

なし

（条件に

より有）

リアルタイムオンライ

ンによる学生参加

型授業を実施す

る．

但し受講生が多い

場合は一部対面授

業を実施する．

○ ○ ○
Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、授

業に関する連絡等を必ず事前に確認すること。
https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26670005:01

【参考】

夏季集中
26009822 SDGs特論

Advanced Lectures 

on the SDGs
01 大田　真彦 OTA Masahiko ○

外国人講師からの英語でのレク

チャーを含みます

This course includes English 

lectures from foreign 

lecturers

8月/9月

August or 

September

なし

No

全て遠隔講義にて

実施します

All lectures will 

be given online

○ ○ ○

Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、授

業に関する注意を確認すること

Access the Moodle course and confirm 

the instructions

日程については6

月以降通知しま

す

Lecture dates 

will be 

announced in 

June or later

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009822:01

【参考】

夏季集中
26450813 地盤ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ工学

Geotechnical 

Simulation 

Engineering

01 田上　裕 TANOUE Yutaka - ○
全講義を対面授業

で行います

現時点では、以下の日程で対面開講予定です。

8月29日（月）3限～5限

8月30日（火）2限～4限

8月31日（水）2限～4限

9月　1日（木）2限～4限

9月　2日（金）2限～4限

工学府学生便覧、シラバス、時間割、学年暦

Student Handbook,Syllabus,Timetable,School Calendar

https://www.tobata.kyutech.ac.jp/gr-school/gra-syllabus/
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