
/Course List (Graduate School of Computer Science and Systems Engineering) 2022/11/21

科目によっては全て対面で実施、一部を対面で実施、全て遠隔で実施する科目があります。時間割、LiveCampusの連絡通知及びMoodleを都度確認して受講してください。

授業日

/Class Date

専門深化情報工学府/CSSE 後期/2nd 集中
自動車製造デザイン情報処理特論Ⅱ
RO

Advanced Automotive
Manufacturing Design
Information Processing Ⅱ
RO

01

吹春　寛
/FUKIHARU Hiroshi
森　直樹
/MORI Naoki

対面

前半講義（森先生）は、初回１０月２１日(金）
３時限目、以降は参加者の都合に合わせる
後半講義（吹春先生）は、１２月２４日（土）２，３，
４、５限目。２５日（日）１，２，３，４限目

10月31日 10月31日

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

初回１０月２１日（金）１３:００実習工場
前に集合の事

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000128:01

専門深化情報工学府/CSSE 後期/2nd 集中
自動車製造デザイン情報処理特論Ⅱ
SC

Advanced Automotive
Manufacturing Design
Information Processing Ⅱ
SC

01

吹春　寛
/FUKIHARU Hiroshi
森　直樹
/MORI Naoki

対面

前半講義（森先生）は、初回１０月２１日(金）
３時限目、以降は参加者の都合に合わせる
後半講義（吹春先生）は、１２月２４日（土）２，３，
４、５限目。２５日（日）１，２，３，４限目

10月31日 10月31日

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

初回１０月２１日（金）１３:００実習工場
前に集合の事

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000158:01

専門深化情報工学府/CSSE 後期/2nd 集中
自動車製造デザイン情報処理特論Ⅱ
AM

Advanced Automotive
Manufacturing Design
Information Processing Ⅱ
AM

01

吹春　寛
/FUKIHARU Hiroshi
森　直樹
/MORI Naoki

対面

前半講義（森先生）は、初回１０月２１日(金）
３時限目、以降は参加者の都合に合わせる
後半講義（吹春先生）は、１２月２４日（土）２，３，
４、５限目。２５日（日）１，２，３，４限目

10月31日 10月31日

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

初回１０月２１日（金）１３:００実習工場
前に集合の事

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000174:01

GE 情報工学府/CSSE 後期/2nd 集中 選択英語１T Elective English １T 01 王　怡人/ou iren

対面
1103講義室

遠隔
(同期+非同

期）

・12月24日（土）2～5限（対面）
・12月25日（日）2～5限（対面）
・　1月 ７日（土）2～5限（遠隔）
・　1月　8日（日）2～5限（遠隔）

10月21日
12月22日

10月21日
12月22日

※履修登録・削除期限は12月22
日（木）に変更になりました。
履修者はLiveCampusの連絡通
知「履修要項」を確認して下さい。

※履修登録期限は10月21日（金）で
す。必ず期限までに履修登録をして下
さい。
履修者は連絡通知にて掲載されてい
る「履修要項」を確認して下さい。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:32009666:01

GE 情報工学府/CSSE 後期/2nd 集中 選択英語３T Elective English ３T 01 シルバーマン　薫リサ

対面
1103講義室

遠隔
(同期+非同

期）

・12月10日（土）1～4限（対面）
・12月17日（土）1～4限（対面）
・　1月14日（土）1～4限（遠隔）
・　1月22日（土）1～4限（遠隔）

12月8日

※履修登録は既に定員に達した
為、締め切りました。
履修者はLiveCampusの連絡通
知「履修要項」を確認して下さい。

※履修登録は定員に達したため締め
切りました。
履修者は連絡通知にて掲載されてい
る「履修要項」を確認して下さい。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:32009668:01

GE 情報工学府/CSSE 〇 後期/2nd 集中 ダイバーシティ特論
Advanced Lectures on
Diversity

01
金子研太
/KANEKO　Kenta

対面実施
1202講義室

・12月17日（土）2～5限
・12月18日（日）2～5限

12月14日 12月16日

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

感染状況により遠隔で行う場合があり
ます。対面、遠隔の指示はMoodleで
行うので確認すること。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:32009819:01

社会駆動情報工学府/CSSE 〇 後期/2nd 集中 分子シミュレーション特論 Molecular Simulation 01
松本　正和
/MATSUMOTO
Masakazu

対面実施
1103講義室

・11月12日（土） 1～4限
・11月19日（土） 1～4限

11月9日 11月12日 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000298:01

社会駆動情報工学府/CSSE 〇 後期/2nd 集中 医療情報特論 Medical Information 01
徳森　謙二
/TOKUMORI Kenji

対面実施
1104講義室

・12月17日（土） 2～5限
・12月24日（土） 2～5限

12月14日 12月17日 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000300:01

社会駆動情報工学府/CSSE 〇 後期/2nd 集中
ファーマコインフォマティクスシミュ
レーション特論

pharmacoinformatics
simulation

01

小寺　正明
/KOTERA Masaaki
森　大輔
/MORI Daisuke

遠隔
(同期+非同

期）

小寺先生担当分（遠隔非同期）
第1回：10月14日（金）～10月27日（木）
第2回：11月11日（火）～ 11月24日（木）
第3回：12月 9日（金）～12月22日（木）
第4回：　1月13日（金）～ 1月26日（木）
森先生担当分（遠隔非同期）
1月10日（火）～1月31日（火）

10月14日 10月14日

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

事前にMoodleを確認すること。 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000301:01

社会駆動情報工学府/CSSE 〇 後期/2nd 集中 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

対面実施
1204講義室
ハイフレックス

・11月26日（土）～27日（日）３～４限
・12月10日（土）～11日（日） ３～４限

11月23日 11月26日 他学府学生のみ遠隔受講可 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000302:01

社会駆動情報工学府/CSSE 〇 後期/2nd 集中 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

対面実施
1204講義室
ハイフレックス

・1月　7日（土）～　8日（日）３～４限
・1月21日（土）～22日（日）３～４限

1月4日 1月7日 他学府学生のみ遠隔受講可 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000303:01

社会駆動情報工学府/CSSE 〇 後期/2nd 集中 情報教育の理論
Theory of Information
Education

01

西野　和典
/NISHINO Kazunori
池田　勇
/IKEDA Isamu
山﨑　由美子
/Yamasaki Yumiko

対面実施
１１０３講義室

・10月２９日（土）（２～５限）　        西野先生
・10月３０日（日）（２～５限）　        西野先生
・１１月　６日（日）（２～ ４5限）        池田先生
・１１月１３日（日）（2～３限）           池田先生
・１１月１３日（日）（４限）                 山崎先生

10月26日 10月29日 事前にMoodleを確認すること。 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000309:01

社会駆動情報工学府/CSSE 〇 後期/2nd 集中 集積回路作製実習
Integrated Circuit
Manufacturing

01
馬場　昭好
/BABA Akiyoshi

対面実施
・12月13日～16日
・  2月14日～17日

10月11日 10月11日 人数制限があるため確定した受講日
で受講すること

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:36000326:01
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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.

情報工学府　後期集中講義科目一覧表

【注意事項】

集中講義は別途掲載される週痛講義一覧を確認してください。

●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.)

再調整中


