
 

 

 

【重要】201７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 UTask-Webの履修科目登録画面から行ってください。 

【登録期間】４/19(水)10：00～2１(金)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 5 日(水)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、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、４月 5 日(水)から教務課で配付します。 

・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。 

UTask-Web の操作については、UTask-Web ログインフォーム直下にリンクされている『UTask-Web 利用の手引き』を参照してください。 

 

■特別な登録が必要な科目一覧（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  

2017 年度入学者全員、 

2016 年度以前入学の対

象者 

基礎科目 

初年次ゼミナール文科・理科 
抽選登録 

UTask-Web 

抽選対象科目履修希望登録 

4/5(水)10:00 

～12(水)16:50 

②  対象者 
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 
UTask-Web 

抽選対象科目履修希望登録 

3/31(金)10:00 

～4/4(火)12:00 

③  理科一類生 
基礎科目 

基礎実験 各科目 
抽選登録 

UTask-Web 

抽選対象科目履修希望登録 
後日案内 

④  理科生希望者※ 
基礎科目 

物質科学 力学 

A・B ｺｰｽの 

履修変更 

UTask-Web 

履修科目登録画面から変更 

4/19(水)10:00 

～21(金)16:50 

⑤  理科一類生希望者※ 
基礎科目 

物質科学 熱力学 

科目代替の 

履修登録 

UTask-Web 

履修科目登録画面から変更 

4/19(水)10:00 

～21(金)16:50 

⑥  対象者 
基礎科目 

既修外国語 英語 

特別ｸﾗｽの 

履修登録 
教務課３番窓口で変更 

4/13(木)10:00 

～5/1(月)16:50 

⑦  対象者 
基礎科目 

身体運動・健康科学実習 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｺｰｽの

履修登録 
教務課３番窓口で変更 

4/13(木)10:00 

～5/1(月)16:50 

⑧  
文科生、理科一類生 

希望者 

基礎科目 

数理科学、物質科学、生命科学 
要求科目の 

履修登録 
要履修許可科目履修登録 

4/13(木)10:00 

～5/1(月)16:50 

※入学試験において物理を選択した者は対象とならない。 

 

■特別な登録が必要な科目詳細 
 

①  
2017 年度入学者全員、 

留年生の対象者 

基礎科目 

初年次ゼミナール文科・理科 
抽選登録 

UTask-Web 

抽選対象科目履修希望登録 

4/5(水)10:00 

～12(水)16:50 

初年次ゼミナールは 1 年生の必修科目で、2 つの曜限で開講される授業から、希望する授業を 1 コマ選んで受講します。ガイダンスでの説明

やシラバスを参照の上、希望する授業を「抽選対象科目履修希望登録」画面から登録してください。登録の際には、開講される授業の数だけ、希

望順位を登録できます。 

登録期間は 4 月 5 日(水)10:00～4 月 12 日(水)16：50 です。決定した授業は、遅くとも 4 月 19 日(水)には UTask-Webの「履修科目登

録」画面で確認できます。なお、抽選に外れた場合は、空いている授業に無作為に振り分けられます。2 つの曜限のどちらかだけで希望を出して

も、違う曜限に振り分けられる可能性があります。また、希望登録をしなかった場合にも、いずれかの授業に無作為に振り分けられます。 

抽選登録の際は、「初年次ゼミナール文科」の場合は必ず第８希望まで、「初年次ゼミナール理科」の場合には少なくとも第５希望まで登録す

るようにしてください。 

2016 年度以前入学の留年者で、当該科目の単位未取得者についても、上記の日程・方法により抽選登録を行ってください。 

  

2015 年度以降入学 

1 年生用 



 

② 対象者 
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 
UTask-Web 

抽選対象科目履修希望登録 

3/31(金)10:00 

～4/4(火)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「抽選対象科目履修希

望登録」画面から登録してください。 

登録期間は 3 月 31 日(金)10:00～4 月 4 日(火)12:00 です。決定した授業は、遅くとも 4 月 5 日(水)8:00 には UTask-Web「抽選対象科

目確認」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。定員に余裕のある場合は、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

Web サイト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。 

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 5 日(水)10:00～21 日(金)16:50 ま

で、教務課３番窓口で受け付けます。なお、2 年次に履修できる授業には制限があるため、注意してください。 
 

③ 理科一類生 
基礎科目 

基礎実験 各科目 
抽選登録 

UTask-Web 

抽選対象科目履修希望登録 
後日案内 

基礎実験は、1A1 タームから開講される必修科目です。抽選登録は 1S セメスター中に行われます。抽選の詳細については、後日掲示板及び

前期課程 Web ページにてお知らせします。 

 

④ 理科生希望者 
基礎科目 

物質科学 力学 
A・B ｺｰｽの 

履修登録 

UTask-Web 

履修登録画面から変更 

4/19(水)10:00 

～21(金)16:50 

力学は、A コースと B コースの２種類が用意されており、入学試験において物理を選択しなかった理科生は B コースを履修することができま

す。履修登録画面では A コースが初期状態として登録されていますので、B コースの履修を希望する場合には、A コースを削除のうえ、B コー

スを登録する必要があります。履修訂正期間には変更できません。必ず履修登録期間に変更してください。 
 

⑤ 理科一類生希望者 
基礎科目 

物質科学 熱力学 
科目代替の 

履修登録 

UTask-Web 

履修登録画面から変更 

4/19(水)10:00 

～21(金)16:50 

入学試験において物理を選択しなかった理科一類生は、熱力学の成績と単位を「化学熱力学」で代替できます。履修登録画面では「熱力学」が

初期状態として登録されていますので、「化学熱力学」の履修を希望する場合には、履修登録画面で「熱力学」を削除のうえ、「化学熱力学」を登

録する必要があります。履修訂正期間には変更できません。必ず履修登録期間に変更してください。 

 

⑥ 対象者 
基礎科目 

既修外国語 英語 

特別ｸﾗｽの 

履修登録 
教務課３番窓口で変更 

4/13(木)10:00 

～5/1(月)16:50 

 非英語圏からの留学生および入試の外国語を英語以外で受験した者で、かつ英語の履修を希望する学生を対象に「英語特別クラス」を開講して

います。履修希望者は、教務課で配付する「履修認定カード」に、「英語特別クラス」のガイダンスで英語部会主任の許可印（サイン）を得た上

で、その控えを教務課に提出し、特別英語の登録を申し出てください。ガイダンスの日程は掲示でお知らせします。 
 

⑦ 対象者 
基礎科目 

身体運動・健康科学実習 
ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｺｰｽ

の履修登録 
教務課３番窓口で変更 

4/13(木)10:00 

～5/1(月)16:50 

 疾病等により運動を禁止または制限されている者を対象に開講される「メディカルケアコース」の履修を希望する場合は、教務課で配付する「履

修認定カード」に、身体運動科学研究棟事務室（９号館１階）で許可印（サイン）を得た上で、その控えを教務課に提出し、クラス指定された科

目の削除及びメディカルケアコースの登録を申し出てください。UTask-Web での登録は必要ありません。 
 

⑧ 
文科生、理科一類生 

希望者 

基礎科目 

数理科学、物質科学、生命科学 
要求科目の 

履修登録 
要履修許可科目履修登録 

4/13(木)10:00 

～5/1(月)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、教務課で配付する「履修認定カード」に担当教員の許可印（サ

イン）を得た上で、その控えを教務課に提出し、「要履修許可科目履修登録」画面から登録をしてください。担当教員が履修許可の登録を行った

後、UTask-Webの履修科目登録画面に反映されます。 
 


