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2022/９/22　UP
2022/10/5　先端電気工学特論のMoodleコースURL変更
初回授業開始まで更新される可能性があります。定期的にチェックしてください。

※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　対面の有無（○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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通期 01080000 線形代数 01 工大　太郎 - △

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.

2022/10/3 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ ○ ○ ○

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.

初回授業は非同期で
実施します。

2Q 01080001 物理学 01 工大　太郎 - ○
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested.

2022/10/6 - 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。
Access the Moodle course(see URL in the different
column) and check the attention to the first class.

通期 26000860 半導体トピックセミナー Seminar on semiconductor topics 01
中村　和之
(情報工学府・生命体工学研究
科との合同開講)

NAKAMURA Kazuyuki - -

This course will be taught
in Japanese.
The course materials are
mainly given in Japanese.

2022/10/6 なし
No ○ ○ ○ ○

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.

鳳龍：九州工業大
学・教育研究全学サイ
トのMoodleを使用し
ます。

https://horyu.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=842

通期 26009660 英語ⅨＡ English ⅨＡ 01 渡邉　浩明 WATANABE Hiroaki - ○ All English class 2022/10/6 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ ○ Access the class Moodle course before the class starts and
familiarize yourself with the Moodle.

Assignments are
to be submitted
on Moodle. In the
event of COVID-
19 infection
increase, this
class may go
online.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009660:01

通期 26009660 英語ⅨＡ English ⅨＡ 02 ロング　Ⅲ　ロバート　ウィリアム LONG Ⅲ ROBERT WILLIAM - ○ All English class 2022/10/6 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009660:02

通期 26009668 選択英語３Ｔ Elective English 3T 01 長岡　節子 NAGAOKA Setsuko - ○ 2022/10/14 なし
No

遠隔講義（同期と非同期の混合）のため対
面なし。
This class is conducted entirely
online. No face-to-face session is
offered.

○ ○ ○ ○ ○

遠隔講義（同期と非同期の混合）。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。初回授業まで
に必ず教科書を購入しておくこと。
Online class with the combination of real-time and on-
demand sessions. Access the class Moodle course and
read the instructions beforehand. The textbook purchase
is mandatory.

学部合同科目
Both
undergraduate
and graduate
students can take
this class.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:01009668:51

通期 26470804 応用化学特論Ⅰ Advanced Applied Chemistry Ⅰ 01 清水　陽一 SHIMIZU Youichi - ○ 2022/10/3 ○
各指導教員が担当します。
This class will be held under your
supervisor.

○ ○

必ず履修登録を忘れないこと。１０月入学生は指導教員と相談して履
修年度を決めてください。
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 to confirm the
instruction. Master who enrolled at October, please
discuss with your supervisor.

応用化学コースM1対
象 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470804:01

通期 26470839 無機化学概論 Advanced Inorganic Chemistry 01 中戸　晃之　/
清水　陽一

NAKATO Teruyuki　/
SHIMIZU Youichi - ○

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。
All materials and movies
are prepared in Japanese.
It is OK to subumit your
report  written in English.

2022/10/4 ○

前半(清水)は主に対面、後半(中戸)は主に
非同期遠隔です。毎回Moodleで確認くださ
い。
This class will be held with or without
face-to-face style. Please see the
moodle in advance.

○ ○ ○ ○ ○

必ず履修登録を忘れないこと。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 to confirm the
instruction.

講義室変更あり
C-1D→　8-1A https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470839:01

通期 26990836 インテグレーション実践演習Ⅱ Exercises on Advanced Robotics
Integration II 01 西田　祐也 NISIDA Yuya - ○

適宜，英語でサポートする
It is possible to respond in
English

2022/10/5 ○ 一部のみ対面 ○ ○ ○ LiveCampusにアクセスし，初回授業について確認すること

通期 26990838 チームマネジメント実践演習 Exercises on Team Management 01 ジァン　ドゥーソッブ　ジェームズ JAHNG Doosub James - - 2022/10/6 なし
No ○ ○ シラバスを熟読すること

ZOOM情報
https://us02web.z
oom.us/j/841789
67224?pwd=cmR
qQjYzbkRjaEhhM
W83S0h2YjBBUT0
9

通期 42000809 日本語入門 Japanese for Beginners 01 石川　朋子 ISHIKAWA Tomoko ● ○ 留学生対象科目（only for
International Students） 2022/10/5 ○

This class will be held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ 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=2022:42000809:01

通期 42000819 日本語Ⅱ Japanese Ⅱ 01 山路　奈保子 YAMAJI Naoko - ○ 留学生対象科目（only for
International Students） 2022/10/3 ○ ○ Moodle上でレベルチェックを受けてください。

Please take the level check on Moodle https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:42000819:01

通期 42000819 日本語Ⅱ Japanese Ⅱ 02 上野　まり子 UENO Mariko - △ 留学生対象科目（only for
International Students） 2022/10/14 ○

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。
This class will be held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ ○ ○ Moodle上でレベルチェックを受けてください。
Please take the level check on Moodle https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:42000819:02

３Ｑ 26000801 MOT特論 Management of Technology 01 調整中 - 集中講義または第4Qでの開講調整中です。

３Ｑ 26009816 経営学特論A Advanced Business Administration A 01 小江　茂徳 OE Shigenori - - 2022/10/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事前にMoodleの講義ページに登録しておくこと https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009816:01

３Ｑ 26009823 運動神経生理学特論 Advanced Motor Neurophysiology 01 小幡　博基 OBATA　Hiroki - △ 講義は日本語で行います。質問
等は英語でも受け付けます。 2022/10/3 なし

No ○ ○ ○ 事前にMoodleを確認してください。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009823:01

３Ｑ 26100004 超伝導材料特論 Advanced Superconducting　Materials 01 田中　将嗣 TANAKA Masashi - ○ Available in English if
requested 2022/10/14 ○

対面で実施します。事情がある場合には事前
に連絡してください。
This class will be held in person. If
you have any queries, please let me
know in advance.

○ ○ ○

履修登録後、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。
Register for the course. Access the Moodle course as well.
(see URL in the different column) Check the instruction for
the first class.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26100004:01

３Ｑ 26440803 応用熱事象学特論 Advanced Thermal Science and
Engineering 01 長山　暁子 NAGAYAMA Gyoko - ○ Available upon request 2022/10/5 ○ Available upon request ○ ○ ○

Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、事前アンケートを回答す
ること。
Access the Moodle course(see URL in the different
column) and answer the questionnaire .

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26440803:01

備考
Remarks

MoodleコースURL
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

対面授業の有無（※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。
　授業前日になってもアクセスできない場合は、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.

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 shown 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.
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３Ｑ 26440810 高速衝突工学特論 Advanced High Velocity Impact
Engineering 01 赤星　保浩 AKAHOSHI Yasuhiro ● ○ conducted entirely in

English 2022/10/3 ○ ○

履修登録をし、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。
Register, and 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=2022:26440810:01

３Ｑ 26440815 粉体工学特論 Advanced Powder Technology 01 梅景　俊彦 UMEKAGE Toshihiko - △

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.

2022/10/4 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor 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=2022:26440815:01

３Ｑ 26440819 スペースダイナミクス特論 Advanced Space Dynamics 01 平木　講儒 HIRAKI Koju ● ○ conducted entirely in
English 2022/10/3 ○ ○ Register yourself in the Moodle course. https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26440819:01

３Ｑ 26440823 生産情報処理学特論 Advanced Production Information
Processing Technology 01 吉川　浩一 KIKKAWA Koichi - -

講義は日本語です．
This class is conducted in
Japanese.

2022/10/4 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26440823:01

３Ｑ 26440903 高速気体力学特論 High-speed Gas Dynamics 01 坪井　伸幸 TSUBOI Nobuyuki ● ○ conducted entirely in
English 2022/10/3 ○

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=2022:26440903:01

３Ｑ 26440908 史的文明論と社会論Ⅰ Historical Study of Civilizations Ⅰ 01 本田　逸夫 HONDA Itsuo - △

レポート (講義中の発表
presentationではなく提出する
課題としての)及び質問は英語で
対応可

2022/10/4 ○

原則として対面授業は行わないが、今後のコロ
ナ感染の状況によっては1-5回の範囲内で行な
う可能性が有る。その予定については前もって
Moodleで連絡する。

○ ○ ○ ○ 事前にMoodleを確認すること。非同期を原則とするが、同期でも行なう
ことがありうる。その予定については前もってMoodleで連絡する。

2021(R3)年度以前
入学生対象科目 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26440908:01

３Ｑ 26450801 河川工学特論 Advanced River Engineering 01 重枝　未玲 SHIGE-EDA Mirei - △

講義は日本語で実施します。レ
ポートは英語でも受け付けます。
Lectures will be conducted
in Japanese. Reports will
be accepted in Japanese or
English.

2022/10/4 ○ 対面で実施します。
This class will be held face-to-face.

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=2022:26450801:01

３Ｑ 26450807 構造動力学特論 Advanced Structural Dynamics 01 松田　一俊 MATSUDA Kazutoshi - △

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.

2022/10/14 ○

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。
This class will be held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ ○  ○

履修登録をし、Moodle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 Moodle to confirm the
instruction.

初回授業は対面で実
施します。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26450807:01

３Ｑ 26450809 コンクリート工学特論 Advanced Concrete Structural
Engineering 01 合田　寛基 GODA 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.

2022/10/3 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor 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.

第1回講義は，10月
3日(月)　13:00から
開講します。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26450809:01

３Ｑ 26450818 バリアフリー交通論 Barrier Free Traffic 01 寺町　賢一 TERAMACHI 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.

2022/10/14 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。
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=2022:26450818:01

３Ｑ 26450906 建築デザイン特論 Advanced Architectural Design 01 德田　光弘 TOKUDA Mitsuhiro - △

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.

2022/10/4 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor 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=2022:26450906:01

３Ｑ 26470819 構造有機化学特論 Supramolecular Chemistry 01 柘植　顕彦 TSUGE Akihiko - Using the text in English 2022/10/14
対面授業を
行う時は

連絡します。
基本的に遠隔授業で行います。 ○ ○ 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。 英語テキスト使用 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470819:01

３Ｑ 26470831 先進セラミックス特論 Advanced Ceramics 01 宮﨑　敏樹 MIYAZAKI Toshiki - ○

講義は英語で行います。レポート
は日本語・英語いずれも受け付け
ます。
Lecture is in English.
Submittion of report in
both Japanese and English
is accepted.

2022/10/4 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。また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。
Register, and access the LiveCampus to confirm the
instruction. Also, 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=2022:26470831:01

３Ｑ 26470833 光触媒機能工学特論 Advanced Photocatalytic Chemistry 01 横野　照尚 OHNO Teruhisa - ○

conducted english for
internatinonal student and
japanese for japanese
student.

2022/10/5 なし
No ○ ○ ○

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。
Register, and access the Moodle courese to confirm the
contents.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470833:01

３Ｑ 26470841 有機金属化学特論 Advanced Organometallic Chemistry 01 岡内　辰夫 OKAUCHI Tatsuo - △

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.

2022/10/4 ○ 基本的には対面で授業を行います ○ Moodleを確認しておいて下さい https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470841:01

３Ｑ 26470947 溶接力学特論 Welding Mechanics 01 北村　貴典 KITAMURA Takanori - △

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.

2022/10/5 ○ 対面で実施します。
This class will be held face-to-face. ○ ○

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=2022:26470947:01

３Ｑ 26490802 エネルギー工学特論 Energy Conversion and Plasma Physics 01 豊田　和弘 TOYODA Kazuhiro ● ○ conducted entirely in
English 2022/10/4 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ ○ ○ 履修登録をし、Moodleにアクセスすること。
Register, and access the Moodle page. https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490802:01

３Ｑ 26490806 計算数学特論 Advanced Computational Mathematics 01 酒井　浩 SAKAI Hiroshi - △

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.

2022/10/6 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。
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=2022:26490806:01

３Ｑ 26490812 集積回路プロセス特論 Advanced　Integrated Circuits
Processing 01 和泉　亮 IZUMI Akira - △

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.

2022/10/4 ○ ○ ○ ○ ○

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(see URL in the different
column) and check the attention to the classes.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490812:01
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３Ｑ 26490825 電子回路設計特論 Analog Integrated Circuit Design 01 中司　賢一 NAKASHI Kenichi - △

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. You may
subumit your report in
English.

2022/10/14 ○

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。
This class will be held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490825:01

３Ｑ 26490831 電力制御特論 Advanced Power Control 01 渡邊　政幸 WATANABE Masayuki - ○
英語の講義資料も準備可
Handouts in English are
available.

2022/10/5 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ ○ ○

Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし，「講義の進め方等につ
いて」を確認すること。
Access the Moodle course (see URL in the different
column), and confirm the contents.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490831:01

３Ｑ 26490837 半導体薄膜電子デバイス特論 Semiconductor thin-film devices 01 中尾　基 NAKAO Motoi - △

講義資料は日本語です。要望が
あれば試験・レポートについて英語
対応可。
The materials are written
in Japanese. It is possible
to respond in English for
exams and reports if
requested.

2022/10/4 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ ○ ○ ○

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.

初回講義も対面で実
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 first class will
be held face-to-
face on Octorber
4th. If you cannot
come to the
school for some
reason, please
consult with the
instructor in
advance.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490837:01

３Ｑ 26490839 非線形解析学特論 Advanced Nonlinear Analysis 01 鈴木　智成 SUZUKI Tomonari - △

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. You may
subumit your report in
English.

2022/10/5 ○ すべて対面で実施します。
This class will be held face-to-face.

特にありません。
Nothing in particular. https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490839:01

３Ｑ 26490851 音響信号処理特論 Advanced Acoustical Signal Processing 01 水町　光徳 MIZUMACHI Mitsunori - ○
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested.

2022/10/6 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。
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=2022:26490851:01

３Ｑ 26490928 先端電気工学特論 Advanced Electrical Engineering 01 白土　竜一 他 SHIRATSUCHI Ryuichi - △

要望があれば、一部もしくはすべて
英語対応可。レポートは英語でも
受け付けます。
This lecture is conducted
partially or entirely in
English if requested. It is
OK to subumit your report
written in English.

2022/10/5 ○

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。事情によ
り、リモート受講ができます。
This class will be held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.　As the case
may be, it is OK to take the remote
class.

○ ○ ○

Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、すべての授業に関する注
意を確認すること。
Access the Moodle course(see URL in the different
column) and check the attention to all classes.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=13245

３Ｑ 26490932 電力システム制御解析特論 Advanced Electric Power System Control
and Analysis 01 大塚　信也 OHTSUKA Shinya - ○

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

2022/10/3 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor 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=2022:26490932:01

３Ｑ 26500824 メゾスコピック系物理学特論 Mesoscopic Physics 01 大門　秀朗 OKADO Hideaki - △

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.

2022/10/6 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=2022:26500824:01

３Ｑ 26500911 視覚画像認識特論 Vision and Image Recognition 01 花沢　明俊 HANAZAWA Akitoshi ● ○ conducted entirely in
English 2022/10/5 ○

HYBRID: Both onsite and online,
more than 5 onsite attendance is
required.

○ ○ ○ ○
Bring your own PC everytime, prepare Python
programming environment by looking into the class
Moodle.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500911:01

３Ｑ 26500912 固体物理学特論 Advanced Solid Stete Physics 01 中村　和磨 NAKAMURA Kazuma - △

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.

2022/10/6 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor 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=2022:26500912:01

３Ｑ 26500928 衛星電力システム特論Ⅰ Satellite Power System Ⅰ 01 趙　孟佑 CHO Mengu ● ○ conducted entirely in
English

To be
announced ○ In principle, the lecture is done in

person. ○ ○ ○ Check the Moodle page for further announcement https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500928:01

３Ｑ 26500950 宇宙システム工学Ⅰ Space Systems Engineering Ⅰ 01 三原　荘一郎 MIHARA Shoichiro ● ○ conducted entirely in
English 2022/10/6 ○ Half lectures will be FTF ○ ○ ○ ○ Register and access the Moodle site,  Read instruction

before stating to attend the lecture. https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500950:01

３Ｑ 26500952 自動車工学特論Ⅰ Advanced Automotive Engineering Ⅰ 01 坪井　伸幸 TSUBOI Nobuyuki - - 日本語のみ対応です 2022/10/14 ○ 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?idnumber=2022:26500952:01

３Ｑ 26500969 強化学習特論 Reinforcement Learning 01 猪平　栄一 INOHIRA Eiichi - - Lectures will be given in
Japanese. 2022/10/4 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=2022:26500969:01

３Ｑ 26610001 国土及び地域整備計画
Theory and Practice of
Communicative Infrastructure
Planning

01 吉武　哲信 YOSHITAKE Tetsunobu - △

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.

2022/10/6 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor in advance.

○ ○ ○ ○

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。教材はMoodleから配布す
る。
Register, and access the LiveCampus to confirm the
instruction. The materials are provided on Moodle.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26610001:01

３Ｑ 26620004 人工知能入門 Understanding concepts and theories of
artificial intelligence 01 我妻　広明 WAGATSUMA Hiroaki - ○

講義は日本語ですが、英語対応
が可能です。
Lectures will be given in
Japanese as planned but
English version can be
provided according to the
request. Reports
(assignments) and
materials will be provided
in the same way.

2022/10/5 ○

基本的に対面で実施しますが、ハイフレックス
（受講生は遠隔選択可）とします。前半を
zoom同時配信のハイフレックス講義とし、後半
を課題提出のためのプログラミング解説（板
書）を行います。課題提出に不安がある人は、
対面選択をお勧めします。
This class will be held face-to-face
basically, while if there is no prolem
at all you can take the lecture
remotely. In the first part (30-
45mins), the Hybrid-Flexible lecture
will be provided, which you can select
zoom and Slack/Moodle for lecture.
In the second part, the programming
instruction will be provided for
supporting  students who are not
accustomed in Python programming.
I recommend to take the face-to-face
style if you have a concern in Python
coding for after-class assignment at
every lecture.

○ ○ ○ ○ ○

履修登録をし、LiveCampusでこの科目の「授業連絡通知」を確認し、
Moodleへ自己登録を完了し、初回授業に関する注意を理解しておくこ
と。質問対応等でSlackチャネルを立ち上げ、Moodle登録メールアドレス
へ登録依頼連絡を出します。URL
（https://github.com/hirowgit/2A0_python_basic_course
）を参考に、Python3の動作環境を整えておくこと（個人のPC環境に
合わせて、インストールしておく）。毎回の講義では、主にプログラミングの
課題が出ますので、課題が提出できないと、単位取得が困難になります。
Register, and access the LiveCampus and Moodle to
confirm the instruction. According to the email address of
you in Moodle, Slack (interactive support such as Q&A)
registration instruction will be provided. According to the
instruction at URL  (
https://github.com/hirowgit/2A0_python_basic_course),
you need to complete the setup of the Python 3.*
programming environment.　At every lecture, you are
requested to submit an after-class assignment, which
requires to make a programming code in Python. It is
difficult to obtain the credit of this class if you cannot
submit a programmming code in the proper way as the
after-class assignment.

初回授業前にSlack
登録の依頼を出しま
す。
Prior to the first
lecture, you will
receive the Slack
registration
request (for Q&A
support in prallel
to Moodle general
information)

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26620004:01
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３Ｑ 26620005 ロボットビジョン特論 Advanced Robotic Vision 01 陸　慧敏 LU　Huimin - ○
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested.

2022/10/4 なし
No ○ ○ ○

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=2022:26620005:01

３Ｑ 26620006 データ分析特論 Advanced Data Analytics 01 松尾　一矢 MATSUO Kazuya - - 日本語のみ対応です． 2022/10/3 ○ 全講義を対面で行います． ○ ○ 履修登録をして，Moodleを確認しておいてください．

月曜（4-1B）と木曜
（1-2C）で講義室が
違うので注意してくださ
い．

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26620006:01

３Ｑ 26670001 環境電磁工学特論 Advanced Electromagnetic Compatibility 01 松嶋　徹 MATSUSHIMA Tohlu - ○
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested.

2022/10/3 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=2022:26670001:01

３Ｑ 26670003 光計測システム特論 Advanced Optical Sensing System 01 楊　世淵 YANG Shiyuan - ○
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested..

2022/10/4 ○ 事前にMoodleコースに自己登録をして下さい．
Please register yourself for the Moodle course in advance. https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26670003:01

３Ｑ 26680001 機能性高分子化学特論 Functional Polymers 01 吉田　嘉晃 YOSHIDA Yoshiaki - △

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.

2022/10/6 ○

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 held face-to-face. If
you cannot come to the school for
some reason, please consult with the
instructor 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=2022:26680001:01

３Ｑ 26690001 産学連携マテリアル工学プロジェクト Industry-Academia Collaboration
Material Engineering Project 01 石丸　学 ISHIMARU Manabu - - 日本語のみ対応です。 2022/10/5 ○

対面で実施します。外部講師が来学できない
場合はオンラインで行います。
This class will be held face-to-face. If
the instractors cannot come to the
school for some reason, the class will
be conducted online.

掲示板を確認してください。 マテリアル工学コース生
対象 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26690001:01

３Ｑ 26990824 宇宙システムＰＢＬⅠ Space Systems PBL Ⅰ 01 趙　孟佑 CHO Mengu ● ○
conducted entirely in
English
(only for SEIC students)

To be
annucned ○ The detail will be announced separately https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26990824:01

３Ｑ 26990840 ビジネスプラン演習 Introduction to Business Planning 01 中藤　良久 NAKATOH Yoshihisa - - 日本語のみ対応です。 2022/10/5 なし
No

全講義を遠隔授業（zoomによる同期型）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。
Access the Moodle course(see URL in the different
column) and check the attention to the first class.

アントレプレナーシップ
教育コース科目（本
講義は、3部局の学生
が履修します。）
アントレプレナーシップ
教育コースに登録して
いない学生のみなさん
へ
今年度はコース生以外
も履修を認めますが、
コース生を優先します。
履修者が25名を超え
る場合、受講できませ
ん。詳細は初回授業
で確認してください。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26990840:01

通期 26470806 応用化学特論Ⅲ Advanced Applied Chemistry Ⅲ 01 清水　陽一 SHIMIZU Youichi - ○ 2022/10/3 ○

各教員が担当します。
This class will be held with various
lectures, seminars and academic
meetings.

○ ○ ○ ○

必ず履修登録を忘れないこと。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 to confirm the
instruction.

応用化学コースM2対
象 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470806:01

2022年9月26日（月）～10月7日（金）
・教務情報システム「LiveCampus」で入力 ・後期分（第3ｸｫｰﾀｰ・第4ｸｫｰﾀｰ・後期ｾﾒｽﾀｰ）の履修登録を行う
Monday, September 26 to Friday, October 7, 2022 
・Please register for the courses of the 3rd & 4th quarter and the 2nd semester via LiveCampus during this 
period. 

2022年10月11日（火）～10月14日（金）
・教務情報システム「LiveCampus」で後期分の追加・修正・削除 ・第3ｸｫｰﾀｰ 履修登録・取消期限
Tuesday, October 11 to Friday, October 14, 2022 
・You can add, modify or cancel your registration of the 3rd & 4th quarter via LiveCampus during this period. 
・After October 14, you cannot change your registraion of the 3rd quarter. 

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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