
７．４月生の科目を履修する場合 

国際教養コース生は４月生向けの基礎科目（一部）、展開科目、総合科目と主題科目を履修することが

できる。履修可能な４月生科目、および単位取得した際にどの科目の単位として扱われるかは下表による。 
４月生科目の履修科目登録の際には、要履修許可科目登録（p.43）が必要となるので注意すること。 
 

PEAK生が履修できる４月生の科目 PEAK生が単位履修した際の取り扱い（下記
科目（系列）の単位として扱われる。） 

基
礎
科
目 

社
会
科
学 

法I, II 
総合科目 Ｃ （社会・制度） 政治I, II 

経済I, II 
数学I, II 総合科目 Ｆ （数理・情報） 
社会I, II 総合科目 Ｃ （社会・制度） 

人
文
科
学 

哲学I, II 
総合科目 Ａ （思想・芸術） 

倫理I, II 
歴史I, II 総合科目 Ｂ （国際・地域） 

ことばと文学I, II, III, IV 総合科目 Ａ （思想・芸術） 

心理I, II 総合科目 Ｄ （人間・環境） 

自
然
科
学 

数
理
科
学 

数理科学の各科目 総合科目 Ｆ （数理・情報） 

物
質
科
学 

物質科学の各科目 

総合科目 Ｅ （物質・生命） 
生
命
科
学 

生命科学 

生命科学I, II 

展 開 科
目(※1) 

社会科学ゼミナール 展開科目 人文・社会科学ゼミナール(PEAK) 

人文科学ゼミナール 展開科目 人文・社会科学ゼミナール(PEAK) 

自然科学ゼミナール 展開科目 自然科学ゼミナール(PEAK) 

総合科目 (※2) 総合科目 
主題科目 主題科目 

（※1）４月生科目の展開科目を履修する場合、PEAK展開科目として履修登録され、成績がつく。 

（※2）総合科目のうち、以下の科目は除く。 

1)「国際コミュニケーション」（総合科目 Ｌ）のうち 

・ 外国語（英語）中級、上級 

・ 外国語（日本語）中級、上級 

・ PEAK生の母語の外国語初級・中級・上級 

2) ４月生科目と授業内容が同等のPEAK科目をすでに履修している、またはその単位を取

得している場合は、履修が許可されない場合がある。  
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7. Registering for Courses Offered to April-entry Students 

PEAK students (JD) may register for certain Foundation Courses, Intermediate 
Courses, Integrated Courses, or Thematic Courses designed for April-entry students. 
Courses available for PEAK students and how the earned credits are treated are shown 
as below.  

To enroll in such a course, be sure to perform the registration procedures for courses 
requiring registration approval (page 44). 

(※1) April-entry students’ Intermediate Courses are registered and graded as 
Intermediate Courses of PEAK students’ courses. 

(※2) Exceptions are made for as follows for Integrated Courses  
1) In “International Communication” (Integrated Courses Group L)  

- Foreign Languages (English) (Intermediate, Advanced) 
- Foreign Languages (Japanese) (Intermediate, Advanced) 
- Courses in the student’s native language (Introductory, Intermediate, 

Advanced) 
2) Registration may not be permitted if students have already taken the PEAK course 

equivalent to the course for April-entry students, and/or earned its credits. 

Courses for April-entry students which PEAK students may take Equivalent Course for 
PEAK Students (JD) 

Foundation  
Courses 

Social Sciences 

Law I, II Integrated Courses  
Group C 
Society and Institutions 

Politics I, II 
Economics I, II 

Mathematics I, II 
Integrated Courses  
Group F 
Mathematical and 
Information Sciences 

Sociology I, II 
Integrated Courses  
Group C 
Society and Institutions 

Humanities 

Philosophy I, II Integrated Courses  
Group A 
Ideas and Arts  Ethics I, II 

History I, II 
Integrated Courses 
Group B 
International and Area 
Studies 

Language and Literature 
I, II, III, IV 

Integrated Courses  
Group A 
Ideas and Arts 

Psychology I, II 
Integrated Courses 
Group D 
Human Beings and the 
Environment 

Natural 
Sciences 

Mathematical 
Sciences 

Mathematical Sciences 
Courses  

Integrated Courses 
Group F 
Mathematical and 
Information Sciences 

Material 
Sciences 

Material Sciences 
Courses Integrated Courses  

Group E 
Material and Life Biological 

Sciences 
Biological Science 
Biological Science I, II 

Intermediate 
Courses (※1) 

Social Sciences Seminar 
Intermediate Courses 
Humanities and Social 
Sciences Seminar 
(PEAK) 

Humanities Seminar 
Intermediate Courses 
Humanities and Social 
Sciences Seminar 
(PEAK) 

Natural Sciences Seminar 
Intermediate Courses 
Natural Sciences 
Seminar (PEAK) 

Integrated Courses (※2) Integrated Courses 
Thematic Courses Thematic Courses  
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＜履修不可の科目＞ 

基礎科目 

外国語 既修外国語 
外国語 初修外国語 
情報 
身体運動・健康科学実習 
初年次ゼミナール文科、初年次ゼミナール理科 
自然科学 基礎実験 
以下のPEAK科目を履修している、またはその科目の単位を取得している場合、
（）内の４月生科目が履修不可となる。 
 
基礎科目 生命科学（PEAK） （基礎科目 生命科学、生命科学I、生命科学II 
は履修不可） 

総合科目 

総合科目L 国際コミュニケーション 
外国語（英語、日本語）中級・上級 
総合科目L 国際コミュニケーション 
PEAK生の母語を対象とする外国語初級・中級・上級 
以下のPEAK生科目を履修している、またはその科目の単位を取得している場
合、（）内の４月生科目が履修不可となる。 
 
総合科目 統計学（PEAK） （総合科目Ｆ 基礎統計 は履修不可） 
総合科目 情報科学（PEAK）（総合科目Ｆ アルゴリズム入門 は履修不可） 

 
(1) 履修制限に関する注意事項および例外 

４月生向けの総合科目についても、原則として「履修に関する一般的な制限事項」（p.19）が適

用されるが、以下の注意事項および例外がある。 
 

≪注意事項：別科目として扱う場合≫ 

①Ⅰ/Ⅱ、Ａ/Ｂ等の区別がある場合は別科目として扱う。 

②Ｌ系列の大科目［古典語］の中の「古典語初級Ⅰ」「古典語初級Ⅱ」「古典語中級Ⅰ」「古典語

中級Ⅱ」は、言語が異なれば、「初級Ⅰ」「初級Ⅱ」「中級Ⅰ」「中級Ⅱ」の部分が同一であって

も別科目として扱う。 
≪例外：履修に関する制限事項が適用されない科目≫ 
以下の科目については、例外的に「修得済科目の履修制限」および「複数履修制限」（p.19）が

適用されない。従って、単位取得済みの科目であっても履修することができる。成績は履修した科

目毎に付けられ、以前に履修した科目の成績が上書きされることはない。 
ただし、履修上の条件はあるので、後述(2)の説明をよく読み注意すること。 
① Ｌ系列の大科目［国際コミュニケーション］の中の「外国語初級」（「外国語初級（演習)①」

「外国語初級（演習)②」を除く」）「外国語中級」「外国語上級」 

② Ｄ系列の大科目［身体運動科学］の中の「スポーツ・身体運動実習」「スポーツ・身体運動

実習II」 
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＜Courses unavailable for PEAK students to register ＞ 

Foundation 
Courses 

Foreign Languages A (Kishu) 
Foreign Languages B (Shoshu) 
Information 
Practice in Exercise and Health Sciences 
First-Year Seminar for Humanities and Social Sciences Students, First-
Year Seminar for Natural Sciences Students 
Natural Sciences: Introductory Experiments  
Those who are taking or have earned credits for Life Science (PEAK) in 
Foundation Courses may not register for “Biological Science”, “Biological 
Science I”, or “Biological Science II” in Foundation Courses for April-entry 
students. 

Integrated 
Courses 

Integrated Courses Group L: 
(“International Communication” Intermediate/Advanced courses of 
Foreign Languages (English))  
Integrated Courses Group L: 
(“International Communication” Intermediate/Advanced courses of 
Foreign Languages (Japanese)) 
Integrated Courses Group L: 
(“International Communication” Foreign Languages of the PEAK 
student’s native languages) 

Those who are taking or have earned credits for “Basic Statistics (PEAK)” 
may not register for “Introduction to Statistics” in Integrated Courses 
Group F for April-entry students. 
  
In addition, those who are taking or have earned credits for “Information 
Science (PEAK)” in Integrated Courses may not register for “Introduction 
to Algorithms” in Integrated Courses Group F for April-entry students.  

 
(1) Notes and exceptions on Registration restrictions. 

“General Restrictions on Course Registration” (page 20) are applied to the Integrated 
Courses for April-entry students in principle. However, there are exceptions and notes as 
described below. 
 
≪Notes: Courses treated as another course≫ 
① If courses with the same name are followed by a Roman numeral (I, II) or a letter of the 

alphabet (A, B), each of the courses is considered as a separate course. 
② “Classical Languages Introductory I, II and Intermediate I, II” categorized in 

“Classical Languages“ in Group L, are treated as separate courses as long as the 
selected languages differ, even if the part “Introductory I”, ”Introductory II”, 
“Intermediate I”, or “Intermediate II” are the same. 
 

≪Exceptions: Courses without registration restriction≫ 
Exceptionally, “Registration restriction on successfully completed courses” and 

“Registration restriction on multiple registration” (page 20) are not applied to the courses 
below. Students may register for courses that they have already successfully completed. 
Grades will be recorded for each course, and previous grades are not overwritten.  

Note that restrictions are set for certain courses, especially for the two cases below. 
Read carefully the following explanation in (2).  
① Group L: “Foreign Languages (Introductory)” (Except for Seminars ① or ② in Foreign 

Languages (Introductory), “Foreign Languages (Intermediate)” and “Foreign 
Languages (Advanced)” in International Communication. 

② Group D: “Sports and Fitness Exercises” and “Sports and Fitness Exercises II” in 
“Science of Human Movement and Fitness”. 

  

G
uid

elines for
C

ourse R
eg

istration

34

utotscliroot
線



(2) 履修上の条件を設けている総合科目 
総合科目のうち、学年・科類・クラス等による履修条件がある科目は、p.80の別表６「総合科

目授業内容概要（４月生科目）」の授業内容欄に【１年生対象】【理科生対象】【クラス指定】等

と明記されているので、よく確認すること。 
それ以外の特別な条件がある科目は下表のとおりである。また、これ以外の条件がWebによる

科目紹介（UTASログイン後の【シラバス参照】）および各学期初めに配付される『科目紹介時間

割表』で指示されることもある。 
 

系列 科目名 履修条件（p.80の別表６に明記されているものを除く） 

Ｌ 外国語初級 
・外国語（英語・日本語）中級、上級は履修が認められない。 
・PEAK生の母語の外国語初級・中級・上級は履修が認めら

れない。 
・初級（第三外国語）および中級（第三外国語）は１言語

（初級・中級を問わない）につき、１セメスター内（そ
こに含まれるタームを含む）には１コマの履修しか認め
られないが、複数の言語を履修することは認められる。 

・初級（演習）は、科目名に①または②が付されているも
のは文科生のみが対象であり、１年生はクラス指定で開
講される。科目名に①または②が付されていないものは
１年生の理科生のみが対象であり、１言語につき、１セ
メスター内（そこに含まれるタームを含む）には１コマ
の履修しか認められない。 

・初級（会話）、初級（作文）、初級（表現練習）、初級（読
解）は、１年生の履修を優先する。 

Ｌ 外国語中級 

Ｌ 外国語上級 

Ｄ スポーツ・身体運動実習 
１セメスター内（そこに含まれるタームを含む）には、そ

れぞれ２コマ２単位までしか履修できない。 
「スポーツ・身体運動実習Ｉ(PEAK)」、「スポーツ・身体

運動実習Ⅱ(PEAK）」、「スポーツ・身体運動実習」および
「スポーツ・身体運動実習Ⅱ」を合わせ、２年次A2ターム
終了時までに２単位、２年次S2ターム終了時までに４単位
までしか取得できない。総合科目の最低単位数の中には両科
目合わせて２単位まで含めることができる。 

なお、「基礎科目・展開科目・総合科目・主題科目の最低単
位数の他に取得しなければならない単位数」（p.39）に含め
ることができるのは、「スポーツ・身体運動実習」、「スポー
ツ・身体運動実習Ⅱ」、「スポーツ・身体運動実習
I(PEAK)」と「スポーツ・身体運動実習Ⅱ(PEAK)」を合わ
せ、１単位までである。 

Ｄ スポーツ・身体運動実習Ⅱ 
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(2) Integrated Courses with registration restriction  
Note that when registration restrictions apply to the Integrated Courses in terms of 

year of study, class, or stream, it is described as “For 1st year student” “For NS students” 
“Courses designated for specific streams or class groups” etc. in “Integrated Courses 
Outlines (For April-entry students) ” (Appendix 6, page 80). 

In addition, courses with special restrictions are listed in the table below. Other 
restrictions can be found in the online course introductory materials (“Syllabus” after 
logging in to UTAS), or the “Syllabus and Timetables” distributed at the beginning of each 
semester.  

 
   

Group Course Registration restrictions (other than described in 
Appendix 6 (page 80) 

L Foreign Languages 
(Introductory) 
 

- Intermediate and Advanced courses in Foreign 
Languages (English and Japanese) may not be 
taken.  

- Foreign Language Courses (Introductory, 
Intermediate, or Advanced) of the PEAK student’s 
native language may not be taken. 

- Regardless of Introductory or Intermediate 
courses, for each Third Language, only one course 
may be taken in one semester, including the terms 
within. Multiple courses may be taken if languages 
differ.  

- Seminars (Introductory) with course titles 
including ① or ②, are for HS students only. The 
courses for first-year students are designated for 
specific classes. Seminars (Introductory) with 
course titles not including ① or ②, are for NS 
students only. For each language, only one course 
may be taken in a semester, including the terms 
within. 

- First year students are given priority for 
registration in the following courses. 
Introductory (Speaking), Introductory (Writing), 
Introductory (Expression Practice), Introductory 
(Reading).  

L Foreign Languages  
(Intermediate) 

L Foreign Languages 
(Advanced) 

D Sports and 
Fitness Exercises Up to two courses can be taken for a total of 2 

credits in one semester, including the terms within. 
Up to 2 credits in total by the end of the 2A2 Term, 

and up to 4 credits in total by the end of the 2S2 Term 
can be earned for “Sports and Fitness Exercises I 
(PEAK) ”, “Sports and Fitness Exercises II (PEAK)”, 
“Sports and Fitness Exercises (for April-entry 
students)” and “Sports and Fitness Exercises II (for 
April-entry students)”. Up to 2 credits may be included 
in the credits required for Integrated Courses. 

Up to one credit for “Sports and Fitness Exercises”, 
“Sports and Fitness Exercises II”, “Sports and Fitness 
Exercises I (PEAK)”or “Sports and Fitness Exercises II 
(PEAK)” can be included in the “Credits Required Other 
Than the Credits Required for Foundation Courses, 
Intermediate Courses, Integrated Courses, and 
Thematic Courses” (page 40). 

D Sports and 
Fitness Exercises II 
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(3) 特別コース・プログラム 
① 外国語インテンシヴ・コース 

「外国語インテンシヴ・コース」は、意欲をもつ学生のために設置された初修外国語（ド

イツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、韓国朝鮮語、イタリア語）の特別コ

ースであり、「読む」「聴く」「書く」「話す」の４つの能力を総合的に高めることを目標とし

ている。なお、全ての初修外国語の外国語インテンシヴ・コースで初級および中級の科目が

設置されている。 
・初級インテンシヴ・・・１年生対象で、参加者はＬ系列［国際コミュニケーション］の「外

国語初級（インテンシヴ）」の対応するペアの科目を２科目週２コ

マ履修する。 
・中級インテンシヴ・・・Ｌ系列［国際コミュニケーション］の「外国語中級（インテンシ

ヴ）」の対応するペアの科目を２科目週２コマ履修することを原則

とするが、１科目週１コマの履修も認める。 
このコースに参加する学生は授業開始日（掲示によって指定する）にオリエンテーション

を行って募集する。人数は約３０名を目安とし、希望者が多数の場合は選抜を行う。 
このコースは１Ｓ・１Ａ・２Ｓセメスターに開講し各セメスターに完結するものである。

継続の義務はなく、また１Ａセメスター、２Ｓセメスターからの参加も認められる。ただ

し、継続を希望する者は優先して次のセメスターにも参加できるよう配慮する。 
② トライリンガル・プログラム（TLP） 

外国語の一部の科目は、トライリンガル・プログラム（TLP）の一環として開講されてい

る。トライリンガル・プログラムの履修の詳細については、プログラム採用者に対し別途指

示される。 
 
  

ドイツ語、 
フランス語、 
中国語、 
ロシア語、 
スペイン語、 
韓国朝鮮語、 
イタリア語、 

アラビア語、 
ヒンディー語、 
インドネシア語、 
ベトナム語、 
広東語、 
ヘブライ語、 
上海語、 

ペルシア語、 
セルビア・クロアチア語、 
ポーランド語、 
タイ語、 
ポルトガル語、 
台湾語、 
モンゴル語、 
トルコ語、等 

演習、 
会話、 
作文、 
表現練習、 
読解、 
インテンシヴ、 
第三外国語 

※ 　　　　　　　　　  各々の言語について各種目のいずれかあるいは全部が開講される。 

PEAK生が履修できる４月生Ｌ系列「外国語初級・中級・上級」 

開講（予定）言語 種目 
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日本語（中級・上級のみ）、

日本語以外は、



 

 
(3) Special Courses/ Programs 

① Foreign Languages Intensive Courses 
“Foreign Languages Intensive Courses” are special introductory courses in German, 

French, Chinese, Spanish, Russian, Korean and Italian designed for motivated students. 
The goal of these courses is to develop abilities comprehensively across the four skills of 
language: Reading, Listening, Writing, and Speaking. 

Introductory and Intermediate courses are offered in all Foreign Languages Intensive 
Courses for Foreign Languages B (Shoshu).  

 
- Introductory Intensive Course 

Introductory Intensive courses are for first-year students. Students must take courses 
of “Foreign Languages (Introductory) (Intensive)” in Group L “International 
Communication” in sets. 

 
- Intermediate Intensive Course 

In principle, students must take courses of “Foreign Languages (Intermediate) 
(Intensive)” in Group L “International Communication” in sets. However, Intermediate 
Intensive courses also allow students to take only one class per week. 
 

Participants in these courses are recruited at an orientation held on the first day of 
classes (notification posted on the bulletin board). Class sizes are limited to about 30 
students, and if a greater number of applications are received, a screening process will be 
instituted. 

These courses are held in the 1S, 1A, and 2S Semester and are completed at the end 
of each semester. There is no obligation to continue studies in the subsequent semester. 
In addition, students can join courses starting in the 1A or 2S Semesters. However, 
students who have completed preceding courses and are continuing the course program 
will be given priority for registration in the following semester. 

 
② Trilingual Program (TLP) 

Some of the Courses in Foreign Languages are held as part of the Trilingual Program 
(TLP). Detailed information about the TLP will be provided to students who will enroll in 
this program.  

German, 
French, 
Chinese, 
Russian, 
Spanish,  
Korean, 
Italian, 

 
Arabic, 
Hindi, 
Indonesian, 
Vietnamese, 
Cantonese, 
Hebrew,  
Shanghainese, 

 Persian, 
Serbo-Croatian, 
Polish, 
Thai, 
Portuguese, 
Taiwanese, 
Mongolian,  
Turkish, etc. 

Seminar,  
Conversation, 
Writing, 
Expression 
Practice, 
Reading, 
Intensive, 
Third Foreign 
Languages 

                                                             At least one of the class types in each language 
 will be held. 

Group L  
(April-entry students’ courses available for PEAK students) 
Foreign Languages (Introductory/Intermediate/ Advanced) 

Class type 

G
uid

elines for
C

ourse R
eg

istration

38

Japanese(Intermediate/
Advanced only),

Other than Japanese courses, at

utotscliroot
取り消し線


	20180402_学生周知用_PEAK2017（修正）.pdfから挿入したしおり
	PEAK2017_表1
	PEAK2017++
	PEAK2017_表4


