
R4.4Q　授業科目一覧表（院_工学府) /List of remote classes and face-to-face subjects (Graduate School of Engineering)

2022/11/26 UP
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。
2022/11/28UP
「機能有機化学特論」の情報追加

※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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４Ｑ 26000817 ストックデザイン演習 Practical Exercise of Stock Design 01 德田　光弘 TOKUDA Mitsuhiro - - 2022/12/14 ○ ○ 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。 対面で実施します。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26000817:01

４Ｑ
【集中】 26009820 教育社会学特論 Advanced Sociology of Education 01 金子　研太 KANEKO Kenta - △

講義は日本語です。講義資料も日本語
です。レポートは英語でも受け付けます。
Lectures will be given in
Japanese.The materials are
written in
Japanese. It is OK to submit
your report  written in English.

2023/3/1～2 ○
対面で実施する予定です。
This class will be held
face-to-face.

○ ○
2023年3月修了予定の博士前期課程2年生は本科目を受講は
できますが，受講をしても本科目の単位は修了査定には含まれま
せんので，ご注意ください。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26009820:01

４Ｑ 26009824 科学技術社会特論 Advanced Lectures on Science, Technology
and Society 01 齋藤　宏文 SAITO Hirofumi - △

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.

2022/12/12 ○

原則として対面授業を行い
ますが、数回の遠隔による
講義を含みます。
Classes will be held
face-to-face in
principle. But some
remote lectures will
be included.

○ ○ ○ ○

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=2022:26009824:01

４Ｑ 26440811 材料強度学特論 Advanced fracture and strength of
materials 01 黒島　義人 KUROSHIMA Yoshihito - △

発表資料は日本語で作成してください。
英語での発表は可能です。
The presentation materials
should be prepared in Japanese.
It is possible to make a
presentation in English.

2022/12/15 ○

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=2022:26440811:01

４Ｑ 26440850 熱流体力学特論 Advanced Thermal and Fluid Transport
Phenomena 01 矢吹　智英 YABUKI Tomohide - △

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.

2022/12/12 ○ ○ ○

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。
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=2022:26440850:01

４Ｑ 26440901 エネルギー変換特論 Advanced Energy Conversion 01 宮﨑　康次 MIYAZAKI Koji - △

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.

2022/12/9 ○ 基本対面実施です https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26440901:01

４Ｑ 26440909 史的文明論と社会論Ⅱ Historical Study of Civilizations Ⅱ 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

2022/12/13 ○

今後のコロナ感染の状況に
よって決定する。第一回は、
変更の連絡をMoodleで行
わない限り、対面で行なう。
第２回以降の予定について
も、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=2022:26440909:01

４Ｑ 26450802 環境保全と生態工学 Environmental Preservation and Ecological
Engineering 01 伊東　啓太郎 ITO Keitaro -

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。英語での講義内容の
フォローは必要に応じて行います。
The materials are written in
Japanese. .It is OK subumit your
report  written in English. Also if
you need support in English, we
would.

2022/12/14 ○ 教科書「景観生態学」（2022, 共立出版）を購入の上、担当の
伊東啓太郎教授、須藤朋美助教の執筆章を読んでおくこと。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26450802:01

４Ｑ 26450812 地盤工学特論Ⅱ Advanced Geotechnical Engineering Ⅱ 01 廣岡　明彦 HIROOKA Akihiko - ○

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.

2022/12/9 ○

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。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.
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=2022:26450812:01

４Ｑ 26450817 道路交通環境 Road Traffic and the Environment 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.

2022/12/15 ○

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=2022:26450817:01

※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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４Ｑ 26450902 建築構造特論 Advanced Architectural Structure 01 陳　沛山 CHEN Pei-Shan ○ ○ conducted entirely in English 2022/12/13 ○

ハイフレックス型授業を実施
します。原則としては教室で
の対面型授業を実施します
が，遠隔地や対面に参加
できない学生のため，授業
をZOOMで中継します．
Lessons will be given
via a Hybrid-Flexible
model. Basically, the
lessons will be given
face-to-face in the
classroom,  but ZOOM
live streaming will be
broadcasted for who
cannot attend in
classroom.

○ ○ ○

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=2022:26450902:01

４Ｑ 26470813 機能有機化学特論 Advanced Organic Chemistry 01 荒木　孝司 ARAKI Koji - △

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.

2022/12/14 ○

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=2022:26470813:01

４Ｑ 26470817 工業反応装置特論 Advanced Chemical Reaction Engineering 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.

2022/12/13 ○

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。
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=2022:26470817:01

４Ｑ 26470855 マテリアル工学特論Ⅱ Advanced Materials Science and
Engineering Ⅱ 01 石丸　学 ISHIMARU Manabu - 2022/12/13 指導教員の指示に従ってください。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470855:01

４Ｑ 26470857 マテリアルデザイン特論 Materials Design 01 松本　要 MATSUMOTO Kaname - ○
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested.

2022/12/14 なし
No

講義はzoomにて行う。
Lectures will be held
on zoom.

○ ○ ○ ○

講義ではanacondaとjupyter notebookを用いた体験学習も
行う。インストール法は講義中に説明する。
In the lecture, hands-on learning using anaconda
and jupyter notebook will also be done.
The installation method will be explained during the
lecture.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470857:01

４Ｑ 26470906 極微構造解析学特論 Advanced Structural Analysis 01 石丸　学 ISHIMARU Manabu - ○
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested.

2022/12/13 ○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26470906:01

４Ｑ 26470909 バイオ計測学特論 Advanced Bioanalytical chemistry 01 佐藤　しのぶ SATOU Shinobu - △

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.

2022/12/9 ○
全講義を遠隔授業で実施
します
only remote class

○ ○ ○ ○ ○

初回授業のみ、対面で説明を行います。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。
This class will be held face-to-face only at 12/9.
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=2022:26470909:01

４Ｑ 26490834 薄膜デバイス特論 Physics in Thin-Film Devices 01 内藤　正路 NAITOH Masamichi - △

講義は日本語で行いますが、資料は英
語です。
This course will be conducted in
Japanese.  But all of the course
materials are in English.

2022/12/12 ○

講義は原則対面でおこない
ます。コロナ罹患などで出席
できないような場合には非
同期型遠隔講義での対応
を予定していますので、担当
教員に申し出てください。

○ ○ ○

Moodleコース（別欄URL参照）にアクセスし、講義に関する注
意事項等を確認してください。
Access the Moodle course(see URL in the different
column) and check the attention to the class.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490834:01

４Ｑ 26490854 ソフトコンピューティング特論 Soft Computing 01 河野　英昭 KAWANO Hideaki - △

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

2022/12/15 ○
遠隔をベースとして対面が
必要な時は事前にアナウン
スします。

○ ○ ○ ○ ○ Pythonの基本構文（型、条件分岐、繰り返し、関数など）を習
得しておくことが望ましい。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490854:01

４Ｑ 26490904 画像信号処理特論 Advanced Image Processing 01 張　力峰 ZHANG Lifeng - △

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

2022/12/15 ○ ○ ○ ○

pythonの実行環境をインストールして置く。Anacondaがおすす
め。
Install the Python SDK, OpenCV before the lecture
starting. Anaconda is recommended.

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490904:01

４Ｑ 26490930 ディジタル回路システム特論 Digital Circuit Systems 01 山脇　彰 YAMAWAKI 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.

2022/12/12 〇

実習メインなので対面参加
が必須です。
Since this course
mainly performs
practical exercises,
the face-to-face is
mandatory.

○ ○ ○ ○ ○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26490930:01

４Ｑ 26500818 ディジタル信号処理特論 Advanced Digital Signal Processing 01 脇迫　仁 WAKIZAKO Hitoshi - - 講義は日本語で行ないます。
The lecture is given in Japanese. 2022/12/9 ○

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.

○ Mooleコースにアクセスして注意事項を確認すること。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=13279
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４Ｑ 26500835 量子物性特論 Quantum Condensed Matter 01 美藤　正樹 MITO Masaki - ○
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested.

2022/12/13 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=2022:26500835:01

４Ｑ 26500905 生体機能設計学特論 Advanced Bionic Design 01 坂井　伸朗 SAKAI Nobuo - - 講義は日本語で行ないます。
The lecture is given in Japanese. 2022/12/13 ○ 初回は対面で行います。 ○ ○ ○ ○ 初回は対面で行います。 非同期は原則行いま

せん。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500905:01

４Ｑ 26500907 物性物理学特論 Advanced Solid State Physics 01 渡辺　真仁 WATANABE Shinji - 講義は日本語で行います。
The lecture is given in Japanese. 2022/12/14 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.

初回授業は同期で実
施します。 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500907:01

４Ｑ 26500908 衛星工学入門 Introduction to Satellite Engineering 01 趙　孟佑 CHO Mengu ○ ○ conducted entirely in English 2022/12/22 In-person Remote lectures are
done when necessary ○ ○ ○ Starts on Dec.22 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500908:01

４Ｑ 26500929 衛星電力システム特論Ⅱ Satellite Power System Ⅱ 01 趙　孟佑 CHO Mengu ○ ○ conducted entirely in English 2022/12/16 In-person ○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26500929:01

４Ｑ
【集中】 26500951 宇宙システム工学Ⅱ Space Systems Engineering Ⅱ 01 三原　荘一郎 MIHARA Shoichiro ○ ○ conducted entirely in English 2022/12/16 ○ 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=2022:26500951:01

４Ｑ 26500953 自動車工学特論Ⅱ Advanced Automotive Engineering Ⅱ 01 坪井　伸幸 TSUBOI Nobuyuki - - 日本語のみ対応です 2022/12/15 ○ 対面で実施します。教育研
究1号棟1-2C ○

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=2022:26500953:01

４Ｑ 26620001 ロボティクス特論 Advanced Robotics 01 相良　慎一 SAGARA Shinichi - -
講義は日本語で行われます。
This course will be taught in
Japanese.

2022/12/12 ○

対面授業です．授業は教
育研究4号棟1階　院生演
習室(113室) で行いま
す．

○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26620001:01

４Ｑ 26670006 新規事業創出論 Advanced Course for New Technology
Development 01 中藤　良久 NAKATOH Yoshihisa - - 日本語のみ対応です 2022/12/14 なし

No
３部局対応のため遠隔で
実施 ○ △ ○ ○ ○ 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。
一部非同期での実施
の可能性あり https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26670006:01

４Ｑ 26670007 ベンチャービジネス創出論 Advanced Course for Venture Business 01 中藤　良久 NAKATOH Yoshihisa - - 日本語のみ対応です 2022/12/14 なし
No

３部局対応のため遠隔で
実施 ○ △ ○ ○ ○ 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。
一部非同期での実施
の可能性あり https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26670007:01

４Ｑ 26680002 高分子科学特論 Advanced Polymer Science 01 毛利　恵美子 MOURI Emiko - △

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.

2022/12/9 ○ 教育研究8号棟のC-202
で開講します。 ○ ○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26680002:01

４Ｑ 26690002 粉体プロセス特論 Powder technology 01 本塚　智 MOTOZUKA Satoshi - △
要望があれば英語対応可
It is possible to respond in
English if requested.

2022/12/13 ○ ○ ○ https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:26690002:01

４Ｑ 26990825 宇宙システムＰＢＬⅡ Space Systems PBL Ⅱ 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=2022:26990825:01

４Ｑ 26990825 宇宙システムＰＢＬⅡ Space Systems PBL Ⅱ 02 岩田　稔 IWATA Minoru ○ ○ conducted entirely in English
(only for SEIC students) 2022/12/13 ○ ○ ○ Register.  All information (schedule and etc.) have

already been announced.

４Ｑ 	26990828 実践工学総合科目C Comprehensive Subject of Practical
Engineering C 01

神谷　亨
タン　ジュー　クイ
張　力峰
陸　慧敏

KAMIYA Tohru
TAN Joo kooi
ZHANG Lifeng
LU Huimin

- △
講義は日本語で行われます。
This course will be taught in
Japanese.

2022/12/15 ○
教育研究５号棟の5-2B
講義室と２F実験室(E7-
225）で開講します。

○ 第4Q履修登録修正期間中にLive Campusで履修登録をするこ
と。その他、別添の開講案内を確認してください。

第4Qの木2限、「AI
基礎と画像認識」を
テーマに開講します。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=13295

４Ｑ 26990829 実践工学総合科目D Comprehensive Subject of Practical
Engineering D 01 花沢　明俊 HANAZAWA Akitoshi - △

Group work can be conducted in
English, but collaboration with
companies will be primarily in
Japanese.

2022/12/14 ○ MILAiSで開講します。 ○ ○ ○
11月30日(水)までに、メールまたは大学院係窓口にて履修登録
申請すること。
その他、別添の開講案内を確認してください。

第4Qの水2限、「企
業協働AI社会実装
PBL」をテーマに開講
します。

https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=13302

４Ｑ
【集中】 26009666 選択英語１Ｔ Elective English 1T 01 川村　真央 KAWAMURA　Mao - - 2023/3/6 なし

No ○ ○ 別添の開講案内を確認してください。 学部合同科目 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=13017

４Ｑ
【集中】 26009668 選択英語３Ｔ Elective English 3T 02 長岡　節子 NAGAOKA Setsuko - - 2023/3/13 なし

No ○ ○ ○ ○ ○ 別添の開講案内を確認してください。 学部合同科目 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/enrol/index.php?id=13019

2022年12月9日（金）～12月15日（木）
・教務情報システム「LiveCampus」で第4ｸｫｰﾀｰの追加・修正・削除
Friday, December 9 to Thursday, December 15, 2022 
・You can add, modify or cancel your registration of the 4th quarter via LiveCampus during this period. 
・After December 15, you cannot change your registration of the 4th quarter.
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