
No. 問い合わせ項目 質問内容 回答 備考

1 情報収集・相談 進学選択について相談する場所について詳しく教えてください。

教務的な手続きについては前期課程窓口や前期課程HPの「前期課程問い合わせフォー

ム」で相談を受け付けています。進学情報センターでは理系・文系の教員による進学相

談や資料の閲覧が可能です。進学先の様々な疑問（カリキュラム、進路等）について

は、後期課程各学部の進学指導担当教員にも相談できます。進学指導担当教員名簿は

UTASの掲示板に掲載しています。

2 情報収集・相談
進学選択に関して、メールと電話のみの相談対応ということでしたが、

Zoomでの相談も取り入れて欲しいです。

Zoomでの相談は受け付けていません。事務体制について、引き続き縮小して対応して

おりますが、前期課程HPのお問い合わせフォーム、窓口、電話での相談が可能ですの

でご利用ください。窓口開室時間は、前期課程（1・2年生）HPトップページ＜窓口時

間関係＞から確認してください。

3 情報収集・相談 進学選択に関する情報が確定するのはいつ頃ですか？

進学選択実施年度の4月中旬に発行される『進学選択の手引き』に掲載される情報が確

定情報です。それまでは、入学時に配付された『履修の手引き』の進学選択関連項目等

を参考にしてください。

※『2023年度進学選択の手引き』（2022年度実施）は、UTAS「その他」＞「ダウン

ロードセンター」からダウンロードできます。また、アドミニストレーション棟ロビー

で配布中です。

4 情報収集・相談

入学時に配付された『履修の手引き』から、各学部・進学単位の要求科

目の変更がある場合は、『進学選択の手引き』で公開されるという認識

で正しいでしょうか？

計画的な履修を促す観点から、要求科目が入学時から変更されることは原則としてあり

ませんが、万一変更が生じた場合は、「前期課程HP」＞「履修・授業・教室・レポー

ト・教職・資格に関する情報」＞「履修の手引きの訂正・変更について」および進学選

択実施年度の4月中旬に発行される『進学選択の手引き』にて周知します。
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No. 問い合わせ項目 質問内容 回答 備考

5
進学選択が可能とな

る条件・修了要件

進学選択前に、進学選択が可能となる条件および前期課程修了要件を満

たしているか確認したいのですが、教務課に問い合わせることはできま

すか？もしくは、システムなどで取得必要単位や成績計算をすることは

できませんか。

「進学選択が可能となる条件」や「前期課程修了要件」はご自身で確認頂くことが前提

となっていますので、『履修の手引き』pp.8～9と成績表を照らし合わせまず自分で確

認してください。確認の際は系別の単位取得条件にご留意ください。不安がある場合

は、教務課の窓口にお越しいただくか、お電話をいただければ、本人確認の上、ご自身

が確認した結果をもとに、教務課と一緒に確認することができます。進学選択における

基本平均点や指定平均点の計算例については、「前期課程HP」＞「進学選択」＞「進

学選択に関するFAQ」＞基本平均点計算例および指定平均点計算例　に掲載しています

ので、ご参照ください。

　・基本平均点：　https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/sentaku/heikinten-sample.pdf

　・指定平均点：　https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/shitei-sample_FAQ.pdf

また、２S1タームの成績発表時には、「不足単位数」欄で、進学選択が可能となる条

件に不足している単位数が分かります。

なお、進学選択の平均点計算に関する非公式ウェブサイトについて、次の通り注意喚起

を行っていますので確認してください。

https://www.c.u-

tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/ShingakuSentaku_chuui2019_06.pdf

6
進学選択が可能とな

る条件・修了要件

前期課程修了要件を満たしておけば、進学選択が可能となる条件は満た

しているということでいいでしょうか？

取得単位について「前期課程修了要件」を満たしていれば、「進学選択が可能となる条

件」を満たしていると考えて構いません。なお、取得単位以外の条件として、２年次の

４～８月の期間中に休学した学生は、その年度の進学選択には参加できませんのでご留

意ください。ご自身で『履修の手引き』pp.8～9を確認するようにしてください。

7
進学選択が可能とな

る条件・修了要件

文科３類ですが、前期課程修了要件の、総合科目の系別の単位取得要件

（例えば「総合科目D～Fの中から2系列以上にわたり８」など）は、進

学選択が可能となる条件にも適用されますか？

『履修の手引き』p.9で定められた前期課程修了要件にある総合科目の系別の単位取得

要件は、進学選択が可能となる条件には適用されませんが、『履修の手引き』p.8で別

途定められた総合科目の要件を満たすように留意してください。

また、進学選択に用いられる評点の算出には、『履修の手引き』p.9で定められた総合

科目の系別の単位取得要件が用いられます。『履修の手引き』pp.55～56を確認してく

ださい。
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8
進学選択が可能とな

る条件・修了要件

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に主題科目を含めても良いのでしょうか？

前期課程修了要件のうち、「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」に主題科目を含めることができます。なお、基礎

科目や総合科目については、この単位数に含めることのできる上限単位数が定められて

いる場合があるので『履修の手引き』で確認してください。

9 第一段階志望登録 第一段階では、第１志望しか登録できないのですか？

はい、第一段階では、第１志望のみ単願で登録することができます。各段階の登録方法

の詳細は、『履修の手引き』および『進学選択の手引き』を参照してください。

10 第一段階志望登録
UTASの「第一段階志望変更確認」画面に表示される順位には推薦入試

入学者は含まれていますか。

志望者数にも順位を算出する際の母数にも含まれていません。また、定数も推薦入試入

学者を除した数字となっています。「進学選択の手引き」と定数が異なる進学単位があ

るのはこのことによります。

11 第一段階志望登録

２S２ターム・Sセメスターの成績発表後にUTASの「第一段階志望変更

確認」画面に表示される順位は発表された成績を踏まえたものに更新さ

れますか。

順位は２S２ターム・Sセメスターの成績発表後の個人平均点を踏まえたものに変更に

なります。ただし、志望者数は第一段階進学選択志望集計表発表時点からを基準とした

ものになります。

12 第一段階志望登録
６月の第一段階志望登録を忘れました。もう登録はできないのでしょう

か？

第一段階の志望登録変更期間に登録が可能ですので、忘れないようにしてください。

(未登録の場合は「不志望」扱いになっています)手続き日程は『進学選択の手引き』を

ご確認ください。

13 第一段階志望登録

６月の第一段階志望登録で不志望に登録しましたが、８月中旬の第一段

階の志望登録変更期間に志望登録をすることは可能ですか。また、第二

段階の志望登録をすることは可能ですか。

どちらも可能です。

　

14 第一段階志望登録
第一段階進学選択志望集計の際、志望者数やその中の順位がわかるの

は、第一段階で志望登録した志望先だけですか。

志望登録が可能な全ての進学単位について参照可能です。
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15 第一段階志望登録

第一段階の登録後、志望者内での暫定順位が公開されるということです

が、それはどの時点までの成績を加味したものですか？２Ｓセメスター

の成績は含まれますか?

7月上旬、第一段階の進学選択志望集計表の発表と同時に、UTASで、志望登録（第一

段階・変更前）した進学単位と任意の進学単位について、志望者数とその中で何位相当

であるかを確認することができるようになります。これは、6月中旬に発表される２S1

タームまでの成績に基づいて行われます。

16
第一段階志望登録・

第二段階志望登録

成績発表前に志望登録した進学単位の要求科目を取得できなかった場

合、登録データはどうなりますか。

志望登録した進学単位の要求科目を取得できていない場合、その志望データは２S２

ターム・Sセメスターの成績発表前に削除されますので別に志望する進学単位を登録し

てください。

17 第二段階志望登録

８月の第二段階志望登録は第一段階進学者内定者発表よりも前から登録

が可能ですが、第一段階に内定した場合は、登録した第二志望登録デー

タはどうなりますか。

第一段階で内定した場合、第二段階の進学選択の対象者とはなりません。第二段階の進

学志望登録を行っていてもそのデータは自動的に消去されます。

18 第二段階志望登録

第二段階は全員参加するのですか。それとも、第一段階志望集計で自分

の順位がぎりぎりか、確実に内定できなさそうな場合のみ参加するので

すか。

進学選択において、必ずしも全ての段階を志望する必要はなく、第一段階のみ、あるい

は第二段階のみの登録でも構いません。ただし、第二段階の登録は第一段階の内定者発

表の約一ヶ月前に始まり、また、志望理由書を課している学部・進学単位もありますの

で、第二段階への参加を考えている人は早期に準備を開始してください。第一段階で自

分が内定するかどうかを予測するのは難しいので、第二段階の登録も行っておくことを

推奨します。

19 第二段階志望登録
第一段階で内定しなかった志望先に本当に進学したいときは、第二段階

でも第一志望として登録することができますか。

第一段階で内定できなかった志望先を、第二段階で登録することは可能です。第二段階

は単願または志望順に複願で登録することができ、志望していない学部・進学単位に内

定することはありません。第二段階では、受入保留アルゴリズムにより内定先が決定さ

れます。志望の登録に当たっては、「内定した場合に進学する意志のある進学単位全

て」を、「本当に進学したいと志望する順番」で登録してください。（学生の志望順が

各進学単位に伝わることはないので、自身が本当に志望する順番で登録してくださ

い。）
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20 第二段階志望登録
第二段階および第三段階で工学部は全ての学科について志望理由書が必

要ですが、内容をそれぞれ変える必要はありますか。

複数の進学単位を志望する場合も、志望理由書は工学部内では共通であり、入力は一通

のみです。詳しくは第二段階進学志望登録期間中に、登録画面に表示される説明をご確

認ください。

21 第二段階志望登録

進学したいが点数的に行けるか際どいまたは行ける可能性が低い進学単

位を志望する場合、第二段階ではとりあえず書いてみるのか、それとも

諦めて他の志望を第1志望にするのかどちらが良いのでしょうか？

第二段階で使用されている「受入保留アルゴリズム」については、「学生にとって、自

身の志望順序通りに志望登録するのが最適な行動となる。」となります。『進学選択の

手引き』を確認してください。

22 第二段階志望登録

第二段階では複数の学部・進学単位を志望できるとありましたが、逆に

志望しなければならない最低数などはあるのでしょうか？また確認なの

ですが、第二段階で内定が決定しない場合もありますよね？

第二段階で志望しなければならない最低数はありません。また、第二段階で内定しない

場合もあります。その場合は第三段階に志望登録することができますが、第三段階は全

ての学部・進学単位で行われるわけではありません。第三段階で自分が進学を希望する

学部・進学単位が無く志望登録をしない場合は、２Sセメスター終了後に２Ａセメス

ターには進まず、１Ａセメスターに降年となります。

23 第二段階志望登録 なぜ第二段階の点数は公開していないのでしょうか？

第二段階の志望者の得点分布は存在していません。第二段階では、面接や志望理由書と

いった多様な評価尺度を用いる学部・進学単位があるためです。第二段階の受け入れ保

留アルゴリズムに使用・入力されるデータは、たとえ点数のみで評価される進学単位で

あっても、「順位」のみです。ですので、第二段階の得点分布データは存在せず、従っ

て公開できないということになります。

24 第二段階志望登録

第二段階において、面接や志望理由書を課していない進学単位を志望登

録した場合、いわゆる「底点」以上の成績であれば内定するという理解

でよいでしょうか？

いいえ、第二段階の受け入れ保留アルゴリズムに使用・入力されるデータは、たとえ点

数のみで評価される進学単位であっても、「順位」のみです。第二段階の得点分布デー

タは存在しません。
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25 基本平均点 進学選択に使用する平均点の計算例はありますか？

「前期課程HP」＞「進学選択」＞「進学選択に関するFAQ」＞基本平均点計算例およ

び指定平均点計算例　に基本平均点や指定平均点の計算例を掲載していますのでご参照

ください。

　・基本平均点：　https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/sentaku/heikinten-sample.pdf

　・指定平均点：　https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/shitei-sample_FAQ.pdf

26 基本平均点 いわゆる“追い出し”とは何ですか。

『履修の手引き』に記載のあるとおり、重率1で指定されている単位数以上に単位取得

（基礎科目）もしくは履修登録（展開・総合科目）した場合に、当該科目の評点と単位

数を重率0.1として基本平均点に算入するものです。（基礎科目の余剰科目について

は、履修登録だけして単位取得しなかった場合は基本平均点に算入されません。）

点数が低い科目を重率１から重率0.1にしたい場合は、指定された単位の枠組み（科類

の要件/単位取得条件を含む）の中で、より上位の点数を取得することで『追い出し』

が可能です。詳しくは窓口までお問い合わせください。

27 基本平均点

理科生で英語既修を選択していますが、総合科目L系列でフランス語な

ど、「英語中級」「英語上級」以外を単位取得することで、「英語中

級」「英語上級」を“追い出す”ことはできますか。

できません。L系列は既修外国語と同一言語の科目から3単位が重率1で基本平均点に使

用されます（特殊な外国語を選択している場合はこの限りではないので『履修の手引

き』でよく確認すること）。よって、既修外国語として英語を選択している理科生が、

「英語中級」「英語上級」以外のL系列を取得した場合は、重率0.1で基本平均点に算入

されます。

28 基本平均点

文科三類で英語既修・ドイツ語初修を選択しています。L～C系列の成績

で、成績上位17単位がL系列にのみ集中しています。この場合、重率1で

基本平均点に算入されるのはL系列のみから17単位になりますか。

なりません。文科三類の場合、L～C系列については「3系列以上にわたり、Lから9を含

め17単位」である必要があります。L～C系列の中で成績上位がL系列にのみ集中してい

る場合、L系列から15単位、その他A～Cから2系列以上・1単位ずつは重率1で基本平均

点に算入されます。

※指定平均点や

学科別重率では

これに限らない

ことがあるので

ご注意くださ

い。
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29 基本平均点 主題科目など合否科目の取得は平均点に関係ありますか。

基本平均点には算入されませんが、各学部が指定している指定平均点で合否科目の単位

数を用いる場合があります。『履修の手引き』などで各学部の指定平均点を確認してく

ださい。

30 基本平均点
履修登録だけして「#（欠席）」の評価になった科目があります。基本

平均点ではどのように算入されますか。

「#（欠席）」は「0点」で基本平均点に算入されます。ただし、重率1で指定された単

位数以上に履修登録し「#（欠席）」の場合は、基礎科目であれば基本平均点に算入さ

れず、展開・総合科目の場合は、重率0.1で基本平均点に算入されます（後者の場合基

本平均点の算出において分母となる単位数だけが増えますので、基本平均点は下がるこ

ととなります。）

31 指定平均点

実際には単位取得出来なかったものの平均合格となった科目の単位は、

工学部・システム創成ABC・第二段階及び農学部・全専修・第一段階・

第三段階の指定平均点計算で使用する「取得単位数（上限90単位）」に

含まれますか？

工学部・システム創成ABC・第二段階及び農学部・全専修・第一段階・第三段階の指定

平均点計算の指定平均点計算で使用する「取得単位数（上限90単位）」には、平均合

格の救済措置によって取得が認められた単位は含まれません。

32 重率・履修点

教養・総合社会科学（第一～三段階）の重率について、

科類別の取得要件にかかわらず、成績上位8単位が算入されるのか？

また、成績上位8単位まで、履修登録した科目のみを対象、となってい

るが、

成績上位8単位に0点または欠席が入っていたら、0点として計算される

のか？

科類別の取得要件にかかわらず、対象科目の成績上位8単位が規定の重率で算入されま

す。

履修登録されていれば、合格しなくても（0点でも）算入されます。

教養・物質基礎科学（第一～三段階）、教養・統合生命科学（第一～三段階）の重率・

履修点についても、同様の扱いです。

33 得点分布

いわゆる「底点」や「平均点」はどうやったら知ることができますか？

進学情報センターへのメールで教えてもらえますか？

おおよその点数の刻み、何割くらいかなど抽象化したデータで良いの

で、最近の推移がわかると嬉しいです。

個人情報保護のため、内定者最低点等、個人情報に関わる部分は公開していません。進

学情報センターでは、平成27(2015)年度(平成26(2014)年実施)以降の第一段階志望者の

得点分布を端末で閲覧することができます。詳細は、進学情報センターHPからご確認

ください。メール等で個別にお知らせすることはしていませんので、進学情報センター

に訪れて確認してください。なお、内定者の平均点については、進学単位において内定

者間および年度ごとの差が大きく志望登録の際に参考となりづらいため、計算や公開は

していません。
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No. 問い合わせ項目 質問内容 回答 備考

34 得点分布 得点分布をキャンパスに行かずに確認できますか？

昨年度以前に実施された進学選択の第一段階志望者（第一次、第二次、内定）の得点分

布についてはオンラインで確認することはできません。進学情報センターでは、平成

27(2015)年度(平成26(2014)年実施)以降の第一段階志望者の得点分布を端末で閲覧する

ことができます。詳細は、進学情報センターHPからご確認ください。

35 降年・留年
志望した学部・進学単位の全てに内定しなかった場合は留年ということ

でしょうか。それとも留年になるのでしょうか。

進学先が内定しなかった場合は、降年します。降年とは、２Ａセメスターには進まず１

Ａセメスターに戻って学修することです。詳細は『履修の手引き』の「留年・降年」の

部分を確認してください。

36 降年・留年 内定後に留年した場合は内定先は保持されますか。

進学先が予め決まっている外国人留学生、推薦入試入学生を除き保持されません。

37 降年・留年

２Ｓセメスターで休学した場合は進学選択に参加できず「降年」とな

り、２Ａセメスターで休学したら「留年」となり翌年度にもう一度進学

選択に参加する、ということでしょうか？

２年次の４～８月の期間中に休学した学生は、その年度の進学選択には参加できません

ので、降年となります。

また、前期課程の修了には前期課程に２年間以上在学（ただし１・２年次の各セメス

ターにそれぞれ１度でも在学していること）する必要がありますので、1回目の2Aセメ

スターを休学した場合は留年となり、進学内定は取り消されます。そして、留年後２S

セメスターでもう一度進学選択に参加することになります。

38 推薦入試入学者
推薦入試入学者への注意事項が知りたいです。学部は決まっています

が、コースは成績順に決まるのでしょうか？

推薦入試入学者のコース選択については、進学予定学部の教務担当にご確認ください。

なお、「進学選択が可能となる条件」は推薦入試入学者など進学先があらかじめ決まっ

ている学生にも適用されますのでご注意ください。
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