
 
                                                                          

 
 
 

 
 
 
 
 

            

  
  

 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和２年度大学院工学府入学生オリエンテーション会場 
 

専   攻 日  時 会      場 

 物質科学工学専攻群  

 
 化学工学部門 指導教員が個別に実施 

 応用化学（機能）部門 実施しない 
 物質科学工学科HPに掲載 http://www.cstf.kyu

shu-u.ac.jp/japanese_news/archives/71 

 応用化学（分子）部門 実施しない 
後日、説明資料を各研究室を通じて配付 

以下HP連絡（授業等）参照 

http://www.chem.kyushu-u.ac.jp/~cstm/ 

 材料工学部門 実施しない 
後日、説明資料を各研究室を通じて配付 

以下HP連絡（授業等）参照 

 https://www.zaiko.kyushu-u.ac.jp/index.html 

建 設 シ ス テ ム 工 学 

都市環境システム工学 

海 洋 シ ス テ ム 工 学 
（建設都市系） 

Moodleを使用して

実施 

※Moodleに資料を掲載予定（４月６日

以降予定）。ログインし資料を受け取

ること。 

（https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/） 

海 洋 シ ス テ ム 工 学 

建 設 シ ス テ ム 工 学 

都市環境システム工学 

（海洋システム工学部門） 

４月１３日（月） 

１４：００～ 
 オンラインで実施（詳細は全学基本メール

アドレスへ通知する） 

地球資源システム工学 

共 同 資 源 工 学  
実施しない 

関係資料をMoodleに掲載予定。 
(https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/)  

エネルギー量子工学 実施しない  履修要項をメール配信する。 

機 械 工 学 
実施しない 

詳細は全学基本メールアドレスへ通知す

る。 
水素エネルギーシステム  

航 空 宇 宙 工 学 
４月６日（月） 

１０：００～ 
セミナー室１ 

  （ウエスト４号館８F８１６号室） 



The Venue of Orientation, 2020 
(The Graduate School of Engineering) 

 

Department Date / Time Venue 

Materials Science and Engineering   

 
 Chemical Engineering The supervisor will conduct the orientation individually. 

Applied Chemistry  
(Function)   The documents will be handed in your lab. 

Applied Chemistry 
(Molecular) 

  The documents will be handed in your lab. 

 Materials Science and 
Engineering 

 The documents will be handed in your lab. 

Civil and Structural Engineering 

Urban and Environmental Engineering 

Maritime Engineering 

（ Civil ） 

You have the 
orientation by 
using Moodle 

The documents will be posted on Moodle 
after April 6th.※Moodle
（https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/） 
Please Login the site and receive the 
document after April 6th. 

Civil and Structural Engineering 

Urban and Environmental Engineering 

Maritime Engineering 

（ Marine ） 

April 13 (Mon) 
14:00～ 

On-line（The details will be informed to  
Kyushu-U primary mail address） 

Earth Resources Engineering 
 

 The documents will be posted on 
Moodle after April 6th.※Moodle
（https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/） 
Please Login the site and receive the    
document after April 6th. 

Cooperative Program for 
Resources Engineering 

Applied Quantum Physics and 

Nuclear Engineering 

 
Course registration information will be 

 sent to Kyushu-U primary mail address 

Mechanical Engineering  

The details will be informed to Kyushu-U 
primary mail address Hydrogen Energy Systems 

Aeronautics and Astronautics 
April 6 (Mon) 

 10:00～ 
Seminar Room 1 

(Room 816, 8F, West Building 4, 
Ito Campus)  

https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/
https://moodle.s.kyushu-u.ac.jp/

