
２０２２年度（後期）　情報工学部　集中講義科目一覧表
2023年2月22日

対面で実施 遠隔で実施

後期 解析Ⅱ(再履修） 06 佐藤　好久 1
〇

1104講義室 〇

・2月23日（木）2限～4限（遠隔）
・2月24日（金）2限～4限（遠隔）
・2月28日（火）2限～4限（遠隔）
・3月  1日（水）2限～4限（遠隔）
・3月  2日（木）2限～4限（遠隔）
・3月  3日（金）3限（対面：試験）

2月21日 2月24日 詳細はMoodleを参照して下さい。
履修登録は必ず登録期限までに行うこと。

https://ict-
i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11003003:06
https://horyu.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=870

後期 熱力学（P) 02
03

植松　祐輝 2 ○
2101講義室

・12月24日（土）1限～5限
・12月27日（火）1限～5限
・12月28日（水）1限～5限

12月21日 12月23日 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=12502

後期 キャリア形成概論 01 久代　紀之 2 〇
2102講義室

・10月  1日（土）2限～5限
・10月22日（土）2限～5限
・11月  5日（土）2限～5限
・11月12日（土）2限～5限

10月2日 10月11日
履修登録は必ず10月1日までにLiveCampusで行
うこと。
詳細はMoodleを参照して下さい。

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11003901:01

後期 情報産業職業論 01 尾島　修一 3
〇

1104講義室

・11月12日（土）2限～5限
・12月  3日（土）2限～5限
・12月10日（土）2限～5限
・12月27日（火）2限～5限
・１月９日（月）2限～5限

11月9日 11月11日 詳細はMoodleを参照して下さい。 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11003906:01

後期 アントレプレナーシップ入門 01 田中　保成 3
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 詳細はMoodleを参照して下さい。 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11003913:01

後期 アントレプレナーシップ演習 01 田中　保成 3
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 詳細はMoodleを参照して下さい。 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11003914:01

後期 経営学Ⅱ 01 小江　茂徳 1・2 〇
1103講義室

〇 ・2月1日（水）～ 2月26日 （日）非同期授業
・2月27日（月）1限～4限 対面授業

1月27日 2月10日 詳細についてはMoodleで確認してください。 https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11009427:01

後期 ジェンダー論 01
51

大山　貴稔 1

対面実施
1103講義室

ハイフレックス
遠隔非同期

・3月1日(水) 遠隔非同期（4回分アップロード）
・3月3日(金) 1~4限対面開講
　遠隔非同期（4回分アップロード）

2月24日 2月28日 詳細はMoodleを参照して下さい。
https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11009482:01
https://horyu.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=867

後期 選択英語１Ｔ 01 王　怡人 1～４
〇

1103講義室 〇

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

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11009666:01

後期 選択英語３Ｔ 01 シルバーマン　薫リサ 1～４
〇

1103講義室 〇

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

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11009668:01

後期 学校安全管理論 01 金子　研太・小幡　博基 2 〇
1201講義室

〇
・12月10日（土）1限～4限（対面）
別途４回分を遠隔非同期で開講

12月7日 12月9日
金子先生開講分は対面（4コマ）と非同期遠隔
（2コマ）にて実施、小幡先生開講分は非同期遠
隔授業（2コマ）

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11000390:01

後期 生徒指導 01 内田　康弘 2 〇 ・2月27日（月）28日（火）１～４限
両日とも遠隔（同期型）

2月25日 2月25日 https://ict-t.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:01009365:01

後期 教育社会学 01 金子　研太 2 〇
1103講義室

〇 ・2月18日（土）19日（日）１～４限
別途７回分を遠隔非同期で開講

2月15日 2月17日 工学部と合同にて実施（１日間対面、１日間遠
隔同期）

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=12483

後期 総合的な学習の時間の指導法 01 金子　研太 3 〇
1103講義室

〇
・2月23日（木・祝）１～４限（対面）
・2月23日（木・祝）～3月3日 （金）遠隔（非同期） 2月20日 2月22日 工学部と合同にて実施（１日対面） https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11000360:01

 https://horyu.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=871

後期 特別支援教育論 01 小幡　博基・高橋　幸子 3 〇
1103講義室

〇
・2月20日（月）１～４限（対面）
・2月21日（火）１～３限（遠隔：方法は確認中）

2月15日 2月17日 詳細はMoodleを確認すること https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11000380:01

後期 進路指導 01 佐藤　友美 3 〇 ・遠隔（非同期） 2月27日 3月17日 詳細はMoodleを確認してください

https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?idnumber=2022:11000370:01
・～3月3日：https://ict-i.el.kyutech.ac.jp/enrol/index.php?id=12059
（※3月1日～3月3日、Moodleは一時停止します。）
・3月4日～：https://mi2022.el.kyutech.ac.jp/course/view.php?id=12059

後期 教育実習（事前指導） 02 佐藤　友美・山田雅之 3
○

1103講義室
・3月15日（水）2限～4限
人権教育の内容を含みます 無し 無し 2023年度教育実習に行く学生は必ず出席してく

ださい
無し

〇日程が確定している科目は色塗りします。　〇履修登録・削除は期限までに行って下さい。　

講義用MoodleコースURL備考開講
学期

科目名 クラス 日程 履修登録期
限

履修削除
期限

主担当教員名 学年 授業の形態


