
科目一覧表 /Course List for Remote Class (Graduate School of Computer Science and Systems Engineering)

※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.

同期

/Synchronous

非同期

/Asynchronous
Moodle Live Campus Zoom

その他

/Others

情報工学府博士前期課程

/Master's Program

情報工学府博士後期課程

/Doctoral Program

後期/2nd 通期 32001084 アントレプレナーシップ入門 Introduction to Entrepreneurship 01

田中 保成

/TANAKA Yasunari

倉田 博之

/KURATA Hiroyuki

1,2 2020/12/12 〇 〇 〇 〇 2020/12/5 2020/12/19
https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=3492に

アクセスし、初回授業に関する注意を確認すること。

講義日程：12月12、13、19、20日

     各日3,4限

情報工学府博士前期課程

/Master's Program

情報工学府博士後期課程

/Doctoral Program

後期/2nd 通期 32001085 アントレプレナーシップ演習 Entrepreneurship with Exercises 01

田中 保成

/TANAKA Yasunari

倉田 博之

/KURATA Hiroyuki

1,2 2020/12/12 〇 〇 〇 〇 2020/12/5 2020/12/19
https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=3493に

アクセスし、初回授業に関する注意を確認すること。

講義日程： 1月16、17日

                   2月6、7日

      各日3,4限

情報工学府博士前期課程

/Master's Program

情報工学府博士後期課程

/Doctoral Program

後期/2nd 通期 32771012 バイオメディカルデザイン演習Ⅱ Biomedical Design Practice Ⅱ 01
倉田 博之

/KURATA Hiroyuki
1,2 2020/10/1 〇 〇 2020/10/8

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=3504に

アクセスし、初回授業に関する注意を確認すること。

情報工学府博士前期課程

/Master's Program

情報工学府博士後期課程

/Doctoral Program

後期/2nd 通期 32002202 自動車製造デザイン情報処理特論Ⅱ Advanced Automotive Manufacturing Design Information Processing Ⅱ01
楢原 弘之

/NARAHARA Hiroyuki
1,2 今年度非開講

情報工学府博士前期課程

/Master's Program

情報工学府博士後期課程

/Doctoral Program

後期/2nd 通期 32001027 実解析学特論 Advanced Real Analysis 01
福田 亮治

/HUKUDA Ryoji
1,2 2020/12/5 〇 〇 〇 2020/11/28 2020/12/12

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=3490

にアクセスし、初回授業に関する注意を確認すること

講義日程：12月5、12、19日

情報工学府博士前期課程

/Master's Program

情報工学府博士後期課程

/Doctoral Program

後期/2nd 通期 32741017 熱システム特論 Advanced Fluid and Thermo Mechanics 01
山口 健

/YAMAGUCHI Takeshi
1,2 2020/11/23 2020/11/16 2020/11/30

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=2941に

アクセスし、初回授業に関する注意を確認すること

前期から後期に開講時期を変更

初回講義は11月23日(月)セミナー室Ⅲ

にて対面授業。残りの講義日程は決

まり次第お知らせします。

情報工学府博士前期課程

/Master's Program

情報工学府博士後期課程

/Doctoral Program

後期/2nd 通期 選択英語３Ｔ Elective English 3T 01
シルバーマン 薫リサ

/Kaoru Lisa Silverman

１～

４
2021/1/9 〇 ○ ○ 〇 〇 2021/1/4 2021/1/16

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://db.jimu.kyutech.ac.jp/cgi-

bin/cbdb/db.cgi?page=DBRecord&d

id=357&qid=all&vid=24&rid=2121&

head=&hid=&sid=&rev=&ssid=&fvi

d=136&cal=

を確認すること。

情報工学府博士前期課程

/Master's Program

情報工学府博士後期課程

/Doctoral Program

後期/2nd 通期 選択英語1Ｔ Elective English １T 01
シェーン・ドイル/Shane

Doyle

１～

４
2021/2/11 〇 ○ ○ 〇 〇 2021/2/4 2021/2/13

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-

i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?i

d=3371

Course Name in English
開講部局名

/Department

開講学期

/Semester

開講区分

/Term

科目コード

/Course code

科目名

Course Name in Japanese

対面授業

授業開始前までに行うこと

/Things to do before classes start

備考

/Remarks

クラス

/Class

主担当教員名

/Instructor Name

学年

/Year

授業開始日
/Remote class Start

Date

遠隔授業の形態（※） 遠隔授業で使用するツール
履修登録期限 履修削除期限


