
※3 月 27 日時点での情報です。（ステージオレンジ） 

今後、手続き方法変更の可能性もありますので、随時、教養学部 HP「教務課からのお知らせ」も確認してください。 

【重要】2020 年 Ｓセメスター（S1・S2 ターム） 

履修登録について 
 

 履修登録は、下記期間中に UTAS の履修登録画面から行ってください。 

【登録期間（S ｾﾒ・S1/S2 ﾀｰﾑ）】４/17(金)10：00～21(火)16：50 

【履修科目確認・訂正期間①（S ｾﾒ・S1/S2 ﾀｰﾑ）】４/28(火)10:00～5/1(金)16:50 

【履修科目確認・訂正期間②（S2 ﾀｰﾑのみ）】6/11(木)10:00～6/16(火)16:50 

原則として、 

・クラス指定の必修科目は、はじめから指定された曜日・時限に画面表示されています。(遅くとも４月 6 日(月)8:00 までに表示) 

・その他の科目は、各コマをクリックして、履修したい科目を自分で登録してください。 

・各教員が授業中に履修者の抽選をする科目は、抽選結果を確認後、「履修登録期間」もしくは「履修科目確認・訂正期間」に自分

で履修登録又は削除をしてください。 

・「履修認定カード」は、３月２６日(木)から教務課 3 番窓口で配付します。←2020Ｓは使用しません 

・4 月入学生も、国際教養コース(PEAK)の科目を履修することが出来ます。(別紙参照) 

 ただし、以下の科目については、別途登録が必要となりますので、よく注意し手続きを行ってください。 

UTAS の操作については、前期課程 HP の UTAS ログインバナーの直下『UTAS 利用者マニュアル（学生）』を参照してください。 

 

■特別な登録が必要な科目一覧（①及び④は履修科目確認・訂正期間には登録や変更はできません） 
対象 科目等 登録方法 登録期間 

① 希望者 
総合科目 L 系列 
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 英語中級・英語上級 

抽選登録 
UTAS 

抽選対象科目履修希望登録 

4/1 (水)1５:00 

～4/3(金)12:00 

② 文科生対象者 
総合科目 L 系列 
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 外国語初級（演習）① 

要履修許可 

科目履修登録 

履修認定カード（電子版）の

提出※ 

4/6(月)10:00 

～5/1(金)16:50 

③ 

文科生対象者 
基礎科目 

既修外国語 初修外国語 情報 
他クラス聴講 

履修認定カード（電子版）の

提出※ 

（S ｾﾒｽﾀｰ、S1 ﾀｰﾑ） 

4/6(月)10:00 

～5/1(金)16:50 

 

（S2 ﾀｰﾑ） 

6/11(木)10:00 

 ～16(火)16:50 

理科生対象者 

基礎科目 

既修外国語 初修外国語 情報 

数理科学 物質科学 生命科学 

他クラス聴講 

④ 対象者 
基礎科目 

 初年次ゼミナール文科・理科 
他クラス聴講 教務課３番窓口で手続 

4/15(水)9:00 

～16(木)16:50 

⑤ 対象者 
基礎科目 

 身体運動・健康科学実習 
 後日ＨＰにて周知  

⑥ 
文科生、理科一類生 

希望者 

基礎科目 

 基礎実験、数理科学、物質科学、 

生命科学 

要求科目の 

履修登録 

履修認定カード（電子版）の

提出※ 

（S ｾﾒｽﾀｰ、S1 ﾀｰﾑ） 

4/6(月)10:00 

～5/1(金)16:50 

 

（S2 ﾀｰﾑ） 

6/11(木)10:00 

 ～16(火)16:50 

⑦ 希望者 
国際教養コース(PEAK)科目 

（別紙のとおり） 

要履修許可 

科目登録 

履修認定カード（電子版）の

提出※ 

4/6(月)10:00 

～5/1(金)16:50 

※履修認定カード（電子版）による手続き方法は別紙「【重要】2020S セメスター（S1・S2 ターム）履修認定カードの取り扱い

について」を参照すること。 

■特別な登録が必要な科目詳細 
 

① 希望者 
総合科目 L 系列 
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 英語中級・英語上級 

抽選登録 
UTAS 

抽選対象科目履修希望登録 

4/1 (水)1５:00 

～4/3(金)12:00 

 「英語中級」および「英語上級」は、抽選対象科目です。履修を希望する場合は、シラバスを参照の上、希望する授業を UTAS「抽選対象科目

履修希望登録」画面から登録してください（最大で第 8 希望まで登録できます）。4 月 1 日の正午まではシラバスの内容に変更が加えられる可能

性がありますので、必ず最新の状態を確認してください。 

登録期間は 4 月１日(水)1５:00～4 月３日(金)12:00 です。決定した授業は、遅くとも 4 月６日(月)8:00 には UTAS「履修登録」画面で確

認できます。「英語中級」、「英語上級」は選択科目なので、希望を出していない授業に振り分けられることはありませんが、希望したいずれの授業

にも割り振られないことはあります。履修者数に余裕のある場合は、S2 ターム開講分も含めて追加募集を行います（期間および対象となる授業

は前期課程 HP にて別途お知らせします）。追加募集授業の履修登録方法は、追加募集対象授業の発表時に指示します。追加募集の対象となってい

ない授業については、担当教員の許可を得ても履修登録は認められません。 

 「英語中級」は、指定されたクラスのみが履修できるもの（指定クラス型）と、全クラスに開かれたもの（全クラス型）があります。「英語上級」

は、すべて全クラス型となります。２年生が抽選登録できるのは、全クラス型のみとなります。追加募集対象になっている場合に限り、指定クラ

ス型も履修することができます。各セメスターに履修できるのは、指定クラス型、全クラス型をそれぞれ 1 コマまでです。 

全クラス型の授業は削除できませんが、指定クラス型の授業は、同じセメスターの全クラス型授業に登録を認められた場合に限り削除できます。

削除は、4 月６日(月)10:00～24 日(金)16:50 まで、専用の申請フォームにて受け付ける予定です。なお、この場合を除き、登録期間後の抽

選希望の取り消し、および当選後の履修削除はできないので注意してください。 

      

2 年生用 



※3 月 27 日時点での情報です。（ステージオレンジ） 

今後、手続き方法変更の可能性もありますので、随時、教養学部 HP「教務課からのお知らせ」も確認してください。 
 

      

② 文科生対象者 
総合科目 L 系列 
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 外国語初級（演習）① 

要履修許可 

科目履修登録 

履修認定カード（電子版）の

提出 

（区分：要履修許可科目） 

4/6(月)10:00 

～5/1(金)16:50 

 文科生で、「外国語初級（演習）①」を履修する場合は、別紙「【重要】2020S セメスター（S1・S2 ターム）履修認定カードの取り扱いにつ

いて」記載の手続きを行ってください。 

 

③ 

文科生対象者 
基礎科目 

既修外国語 初修外国語 情報 

他クラス 

聴講 

履修認定カード（電子版）の

提出 

（区分：他クラス聴講） 

（S ｾﾒｽﾀｰ、S1 ﾀｰﾑ） 

4/6(月)10:00 

～5/1(金)16:50 

 

（S2 ﾀｰﾑ） 

6/11(木)10:00 

 ～16(火)16:50 

理科生対象者 

基礎科目 

既修外国語 初修外国語 情報 

数理科学 物質科学 生命科学  

他クラス聴講を希望する場合は、別紙「【重要】2020S セメスター（S1・S2 ターム）履修認定カードの取り扱いについて」記載の手続きを行

ってください。「英語一列①」、「英語二列Ｓ」、「英語二列Ｗ」の他クラス聴講の方法の詳細については、掲示により別途指示します。 

 

S2 ターム開講の科目については、S2 ターム開始後に他クラス聴講の申請を受け付けます（手続き方法は S ｾﾒｽﾀｰ・S1 ﾀｰﾑ科目に準じる）。 

対象となる科目は、「英語一列①」、「英語二列 S」、「微分積分学①」、「線型代数学①」、「数学基礎理論演習」です。 

S2 ターム開講の科目と同じ曜限にセメスター科目を登録した場合、Ｓ２ターム科目の履修登録ができなくなります。セメスター科目を履修登

録する際には、あらかじめ十分に確認してください。 

 

【「微分積分学①」、「線型代数学①」、「数学基礎理論演習」に関する注意点】 
原則的には、自分が所属する科類のクラスを履修します。また、講義と演習をともに他クラス聴講する際には、原則として講義に対応したクラ

スの演習を履修します。ただし、実験科目や専門科目の「必修科目」と重複している等、時間割上の都合により別の科類を対象とする授業をクラ

スの履修を希望する場合は、下記【他クラス聴講と必修の曜限が重複する場合】の手続きを行ってから、履修認定カード（電子版）による手

続きを行ってください。 

 

【他クラス聴講と必修の曜限が重複する場合】 
「必修科目の曜限が、他クラス聴講したい科目のすべての開講曜限と重複してしまう」「数理科学の他クラス聴講で、自分の科類を対象とした曜

限がすべて必修と重複してしまう」など、他クラス聴講のために必修科目をクラス指定の曜限で受けられない場合には、必修科目をクラス指定外

の曜限で履修することができます（一部の科目のみ）。詳細は、後日、前期課程 HPにて別途お知らせします。 
 

④ 対象者 
基礎科目 

 初年次ゼミナール文科・理科 

他クラス 

聴講 
申請フォームから登録 

4/15(水)9:00 

～16(木)16:50 

「初年次ゼミナール文科」「初年次ゼミナール理科」のいずれについても、他クラス聴講受付期間は、4 月 1５日(水)～1６日(木）の 9:00～

16:50 です。申請は専用の申請フォームにて受け付ける予定です。申請のない場合、空いている授業へ無作為に振り分けられます。 

初年次ゼミナールを履修する可能性のある曜限には他の総合科目等を履修登録しないよう注意してください。当該科目については、初年次ゼミ

ナールの履修が確定した後、履修確認・訂正期間に登録するようにしてください。 

 

⑤ 対象者 
基礎科目 

 身体運動・健康科学実習 
 後日ＨＰにて周知  

単位修得状況等により履修方法等が異なります。詳細は別途前期課程 HP「教務課からのお知らせ」に掲載予定です。 

 

⑥ 
文科生、理科一類生 

希望者 

基礎科目 

基礎実験、数理科学、物質科学、生命科学 
要求科目の 

履修登録 

履修認定カード（電子版）の

提出 

（区分：要履修許可科目） 

（S ｾﾒｽﾀｰ、S1 ﾀｰﾑ） 

4/6(月)10:00 

～5/1(金)16:50 

 

（S2 ﾀｰﾑ） 

6/11(木)10:00 

 ～16(火)16:50 

 進学選択における要求科目を満たすために、他科類の基礎科目を履修する場合は、別紙「【重要】2020S セメスター（S1・S2 ターム）履修認

定カードの取り扱いについて」記載の手続きを行ってください。 

 

⑦ 希望者 
国際教養コース(PEAK)科目 

（別紙のとおり） 
要履修許可 

科目登録 

履修認定カード（電子版）の

提出 

（区分：PEAK 科目） 

4/6(月)10:00 

～5/1(金)16:50 

 4 月入学生も、国際教養コース(PEAK)の科目を履修することが出来ます（対象となる科目は別紙を参照してください）。別紙「【重要】2020S

セメスター（S1・S2 ターム）履修認定カードの取り扱いについて」記載の手続きを行ってください。 


