
情報工学部集中講義科目一覧表
※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。）

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。

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。

※原則として履修登録期限は授業開始日の1週間前迄、履修削除期限は授業開始日の1週間後となっております。(ただし例外科目あり)

同期 非同期 Moodle Live Campus Zoom その他

情報工学部 前期 通期 11009452 コンピテンシー論 01 東野　充成 1～4 8月18日 〇 〇 8月17日 8月25日
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。

完全非同期で実施します。
※教職課程履修者以外も受付けます。詳細はデヂエを確認する
こと。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10296

情報工学部 前期 通期 11009475 スポーツ実技 03 山田　雅之 1 6月19日 6月11日 6月26日
6月19日、6月26日、7月3日、7月17日、8月7日（2～4限）
９月４日　全て対面

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10300

情報工学部 前期 通期 11003024 化学Ⅱ 01 引間　知広 2 8月23日 ○ ○ ○ ○ 8月16日 8月24日
履修登録を行い、この科目の開講日程や
形式、注意事項についてMoodleで確認し
ておくこと。

8月２３日～２７日講義期間
【遠隔（同期型）実施日は以下です】
・8月26日（木）3～5限
・8月27日（金）3～4限

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10282

情報工学部 前期 通期 11009464 情報倫理 01 阿濱　茂樹 2 5月8日 ○ ○ 〇 〇 4月30日 5月15日
moodleのコースにアクセスし、
初回授業に関する注意を確認すること。

非同期型の授業で進めますが，質問などは同期で受け付けます。
詳細はmoodleに掲載します。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10297

情報工学部 前期 通期 11003902 情報技術者倫理 01 久代　紀之 3 5月15日 ○ ○ ○ ○ 5月7日 5月21日
履修登録を行った上で、Moodleコースに
アクセスし、コースにある指示 に従い受
講すること。

現在、担当いただく各講師の先生と実施方法を調整中です。
変更の可能性があります。状況については適宜、ムードル上にア
ナウンスします。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id= 10288

情報工学部 前期 通期 11003902 情報技術者倫理 02 堀田　源治 3 8月12日 ○ ○ ○ 8月6日 8月12日 Moodleコースに早めに登録すること
初回授業は同期で実施します。
・８月12日・８月１８日・８月２０日　１限～４限
・８月２１日　１限～３限

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10289

情報工学部 前期 通期 11003904 情報職業論 01 永田　萬享 3 7月17日 ○ ○ 7月15日 7月21日
履修登録を行い、この科目の開講日程や
授業形式について、Moodleで確認しておく
こと。

7月17日、7月24日、7月31日、8月7日で実施。 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10292

情報工学部 前期 通期 11003903 情報関連法規 01 藤岡　福資郎 3

【変更前】６月９日
　　　　　↓

【変更後】6月16日

〇 〇 〇 〇

【変更前】
6月2日
　　↓
【変更後】
6月15日

【変更前】
6月16日
　　↓
【変更後】
6月23日

■開講前のガイダンス（30分程度～45分
程度参加任意）も開催予定
➡不明点や授業の雰囲気目的などを事
前につかむこともできます。日程は、別途
周知します。

■フルオンラインで隙間時間を活用してコンテンツ法務とセキュリ
ティ法務に強くなろう！
➡オンデマンド型なので都合の良い時間に視聴できます。双方向
のオンライン授業
も検討していますが、当日どうしても参加できない場合は、模様を
視聴してレポート
を提出してもらう形での対応も可能です。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10291

情報工学部 前期 通期 11000140 教育方法 01 山田　雅之 3 9月27日 ○ ○ ○ 9月22日 9月24日
履修登録を行い、この科目の開講日程や
形式、注意事項についてMoodleで確認し
ておくこと。

9月27日から9月30日　遠隔（同期）
※対面講義予定から遠隔同期型に変更

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10261

情報工学部 前期 通期 11000190 教育相談 01 佐藤　友美 3 9月6日 〇 〇 〇 〇 8月30日 9月13日
Moodleコースにアクセスし，受講方法を確
認しておくこと。

9月6日から遠隔非同期で開始しますが，9月7日は遠隔同期Zoom
による授業です。開始時間等はMoodleに詳細をアップします。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/enrol/index.php?id=10262

情報工学部 前期 通期 11003025 生物学Ⅱ 01 末田　慎二 2 8月18日 ○ ○ ○ ○ ○ 8月11日 8月25日
履修登録を行い、この科目の開講日程や
形式、注意事項についてMoodleで確認し
ておくこと。

8/18～8/20、8/23～8/28このうち8/20の3・4限、8/23の4限につい
ては同期型で実施する。その他の時間帯は非同期型で実施する。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10283

情報工学部 前期 通期 11003905 産業組織論 01 朱　乙文 3
8月２７日
８月１７日

○ ○
8月２０日
8月１６日

8月１７日
8月２５日

初回授業に関する情報等をMoodleで確認
すること。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10293

情報工学部 前期 通期 11009432 職業と社会 01 東野　充成 1～4 8月18日 〇 〇 〇
8月11日
8月17日

8月25日
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。

完全非同期で実施します。
8/18～9/10実施予定。
※教職課程履修者以外も受付けます。詳細はデヂエを確認する
こと。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10295

情報工学部 前期 通期 11003000 解析Ⅰ・同演習 06 乃美　正哉 1 9月6日 8月31日 9月6日
Moodleのコースに受講案内を掲載するの
で確認すること。

９月６日～９月１０日（１～３限） https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10265

情報工学部 前期 通期 11316124 音声工学 01 高橋　伸弥 4 9月2日 ○ ○ ○ ○ 8月26日 9月2日
moodleにアクセスし、
初回授業に関する注意を確認すること。

オンデマンドの非同期型、Zoomによる同期型で遠隔講義を行う。 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10418

情報工学部 前期 １Ｑ 11000221 教育課程論 01 脇田　哲郎 2 8月30日 ○ ○ 〇 8月23日 8月30日
履修登録を行い、この科目の開講日程や
形式、注意事項についてMoodleで確認し
ておくこと。

8月30日，8月31日　1限～4限
※対面講義予定から遠隔同期型に変更

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10088

情報工学部 前期 １Ｑ 11000222 特別活動の指導法 01 脇田　哲郎 2 9月1日 ○ ○ 〇 8月25日 9月1日
履修登録を行い、この科目の開講日程や
形式、注意事項についてMoodleで確認し
ておくこと。

9月1日，9月2日　1限～4限
※対面講義予定から遠隔同期型に変更

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10089

情報工学部 前期 通期 11009667 選択英語２T 01
クリッテンデン・
ジェニファー

1～4 9月3日 〇 〇 〇 〇 8月30日 9月3日
LiveCampusの連絡通知および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。

９月３日～６日（２～５限） https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=10695

情報工学部 前期 通期 11009669 選択英語４T 01
シルバーマン・
薫・リサ

1～4 9月8日 〇 〇 〇 〇 9月1日 9月8日
LiveCampusの連絡通知および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。

９月８日（１～４限）　・９月９日（１～５限）
９月１０日（１～4限） ・９月１１日（１～３限）

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

履修削除期限 授業開始前までに行うこと 備考 MoodleコースURL主担当教員名 学年 授業開始日
遠隔授業の形態（※） 遠隔授業で使用するツール

履修登録期限クラス開講部局名 開講学期 開講区分 科目コード 科目名


