
2020.5.13現在

月日 時間

【法学部】 Webサイト（法学部ホームページ）への情報掲載

5月19日（火）18時までに情報を掲載する予定（その
日時以降、アクセス可能となる）。
掲載先URL：
http://www.j.u-
tokyo.ac.jp/admission/undergraduate/about/

進学選択に関して随時質問を受け付けます。
メールで医学部学務チーム（学部担当）までお願いします。
kyomu@m.u-tokyo.ac.jp

前年度から定数が変更になっているので注意してく
ださい。

環境生命
科学専修

以下から登録してください↓

公共健康
科学専修

看護科学
専修

http://www.hn.m.u-tokyo.ac.jp/

オンラインによる開催
18:45～19:15

５月２７日（水） 18:45～20:15 オンラインによる開催 学科ＨＰにもコンテンツ公開

【文学部】

文学部ホームページへの情報掲載ならびにメールによる各
専修への質問の受け付け

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/komaba/guidance.html

5月18日（月）正午までに情報を随時掲載する予定。
また、各専修への質問の受付は、5月18日（月）正午
から5月19日（火）まで

全体

システム創成学科

社会基盤学科

５月２８日（木） 18:45～20:15 オンラインによる開催建築学科

都市工学科

機械工学科

５月２６日（火） 18:45～20:15 オンラインによる開催

機械情報工学科

物理工学科

５月２５日（月） 18:45～20:15 オンラインによる開催

計数工学科

航空宇宙工学科

５月２２日（金） 18:45～20:15

オンラインによる開催
18:45-19:15 精密
19:15-19:45 マテリアル
19:45-20:15 航空宇宙

精密工学科

マテリアル工学科

電気電子工学科

応用化学科

５月２１日（木） 18:45～20:15 オンラインによる開催化学システム工学科

化学生命工学科

ZOOMを用いてオンラインで

健康総合科学科についての情報は学科ウェブサイ
ト↓をご覧ください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_9HGgG2S1R2

GuONsOcZjoHg

【工学部】

全体

５月２０日（水） 18:45～20:15

後日、UTASの掲示板にて、工学部の各学科のガイダンスに係るZoom
のURLをまとめて掲載します。

電子情報工学科
オンラインによる開催
19:15～20:15

全体

【医学部】

医学科

健康総合
科学科

５月２０（水）
６限

（18:45-）

令和２（２０２０）年度　学部ガイダンス日程

学部 全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考
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月日 時間
学部 全体・各学科等

実施日時
実施方法 申込方法 備考

５月７日（木） 18:45〜20:20
理学部全体説明

各学科紹介

５月１３日（水） 18:45〜
テーマ（題目）：数学科の紹介 - 学ぶ数学と創る数
学

５月１２日（火） 18:45〜
テーマ（題目）：サイエンスとしての情報〜情報科学
科で学ぶもの〜

５月８日（金） 18:45〜 テーマ（題目）：物理学は何をめざすのか

５月１９日（火） 18:45〜 テーマ（題目）：人類の宇宙観を革新する天文学

第1回 ５月１３日（水） 18:45〜
テーマ（題目）：化学のフロンティア―基礎からイノヘ
ー゙ションまで

第2回 ５月１９日（火） 18:45〜
テーマ（題目）：化学のフロンティア―基礎からイノヘ
ー゙ションまで

第1回 ５月１４日（木） 18:45〜
テーマ（題目）：物理からみた地球・惑星・環境の過
去・現在・未来

第2回 ５月１８日（月） 18:45〜
テーマ（題目）：物理からみた地球・惑星・環境の過
去・現在・未来

第1回 ５月１４日（木） 18:45〜
テーマ（題目）：地学、化学、生物からみた地球・惑
星・環境の過去・現在・未来

第2回 ５月１８日（月） 18:45〜
テーマ（題目）：地学、化学、生物からみた地球・惑
星・環境の過去・現在・未来

５月１９日（火） 18:45〜
テーマ（題目）：分子のレベルで生命の原理を明らか
にする

５月１２日（火） 18:45〜
テーマ（題目）：生命の普遍性と多様性の本質を探る
-生物学科での学修と研究-

５月１１日（月） 18:45〜
テーマ（題目）：微視的世界から巨視的世界へ―生
命や病気の謎を解く

４月３０日（木） 18:45～

オンライン（Zoom）で行います。
また、農学部進学選択ガイダンスポータルサイトにガイダン
ス動画や資料を掲載します（4月30日正式オープン予定）
https://www.a.u-tokyo.ac.jp/shinfuri/shinfuri_guidance.html
そこでは問い合わせフォームも用意します。

Zoom URL、ミーティングID・パスワードは後日、UTAS掲示板に掲載し
ます。

５月１日（金） 18:45～

オンライン（Zoom）で行います。
また、農学部進学選択ガイダンスポータルサイトにガイダン
ス動画や資料を掲載します（4月30日正式オープン予定）
https://www.a.u-tokyo.ac.jp/shinfuri/shinfuri_guidance.html

Zoom URL、ミーティングID・パスワードは後日、UTAS掲示板に掲載し
ます。

農業・資源経済学専修

生物・環境工学専修

５月１８日（月） 18:45～フィールド科学専修

獣医学専修

応用生物学専修

５月２２日（金） 18:45～
生物素材化学専修

緑地環境学専修

５月８日（金） 18:45～

オンライン（Zoom）で行います。
また、ポータルサイトにガイダンス動画や資料を掲載しま
す。（4月30日正式オープン予定）
https://www.a.u-tokyo.ac.jp/shinfuri/shinfuri_guidance.html
そのサイトから専修ごとに問い合わせもできるようにしてい
ます。

農学部進学選択ガイダンスポータルサイト
内の予約フォームで登録してください。（4月30日正式オープン予定）
登録者にはメールでZoom URL、ミーティングID・パスワードを早めにお
知らせします。
また、ECCSクラウドメール利用者ならば、開催日前日にそのポータル
サイトでzoom URLを確認できるようにする予定です。

木質構造科学専修

国際開発農学専修

森林生物科学専修
森林環境資源科学専修

５月１５日（金） 18:45～水圏生物科学専修

地球惑星
物理学科

地球惑星
環境学科

生物化学科

生物学科

生物情報科学科

【農学部】

全体ガイダンス

現役教員オンライン
座談会

「農学部進学の決め手」

生命化学・工学専修

動物生命システム科学専修

【理学部】

全体

理学部ガイダンスは、オンライン（Zoom）で行う予定です。
Zoom URL ミーティングID パスワードは後日、UTAS掲示板
に掲載します（学科によってはビデオ配信にて実施する場合
があります）。

数学科

情報科学科

物理学科

天文学科

化学科
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月日 時間
学部 全体・各学科等

実施日時
実施方法 申込方法 備考

【経済学部】 ５月２１日（木）
６限内

（18:45～）
オンライン（Zoom）開催

別途、UTAS掲示板（お知らせ掲示板）に、「Zoom URL」「ミーティング
ID」「ミーティングパスワード」を掲出する。

次の2点について、事前配布を行う。
(1)令和2年度経済学部便覧
http://www.student.e.u-
tokyo.ac.jp/gakubu/gakububinran2020.pdf
(2)令和2年度経済学部履修案内
http://www.student.e.u-
tokyo.ac.jp/gakubu/rishuinf2020.pdf

全体ガイダンス【5/7追記】 　 ホームページに掲載
https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/kouki/guidance/2020/kyouyou-
guidance.pdf

開催予定だった教養学部ガイダンスの代替として左
記URLのオンライン資料を参照ください。

5月7日（木） 12:10-13:00

5月8日(金） 12:10-13:00

5月14日(木） 12:10-13:00

5月20日(木） 12:10-13:00

5月29日(金） 12:10-13:00

5月7日（木） 12:20-13:00

5月15日（金） 12:20-13:00

5月18日（月） 12:20-13:00

5月13日（水） 12:20～12:50

5月15日（金） 12:20～12:50

5月18日（月） 12:20～12:50

5月8日(金) 5限(16:50～ )

5月19日(火) 6限(18:45～ )

5月26日(火) 6限(18:45～ )

5月8日(金) 12:20～12:50

5月11日(月) 12:20～12:50

5月26日(火) 12:20～12:50

5月11日（月） 12:20-12:50

5月15日（金） 19:00-19:30 申請フォーム

5月22日（金） 12:20-12:50 ホームページ

5月26日（火） 19:00-19:30

5月7日（木）

5/11（月）

5/12（火）

5月15日（金） 18:45-19:15

5月28日（木） 18:45-19:15

5月8日(金） 12:20～12:55

5月12日（火） 12:20～12:55

5月21日(木） 12:20～12:55

全体

【教養学部】 教
養
学
科

フランス
研究コース

ＺＯＯＭによるオンライン説明会を開催
事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。ただし、フ
ランス研究コースのホームページhttp://france.c.u-tokyo.ac.jp/から
事前申し込みをすれば、個別にメールにてＵＲＬを送付。

地域文化研究分科

イギリス
研究コース

ＺＯＯＭによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

学際言語科
学コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催

事前予約必要。設置する申請フォーム
（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG30scVM_S1CBHxX
ooEkSQNQyCMgotIYLnUBB0fLwtqpaDYw/viewform）に登録した学生
に会議ＵＲＬを送信。説明会の前に読んでおいてほしい資料は学際言
語科学コースホームページ（ＵＲＬ：http://gamp.c.u-
tokyo.ac.jp/senkou/index.html）に掲示する。

言語態・テク
スト文化論
コース

12：20-12：50 ＺＯＯＭによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

現代思想
コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催

事前予約不要。UTAS掲示板に掲載する会議URLを参照。参加に際し
ては自分の姓名を表示すること。左記日時に参加できない場合、コー
ス主任・大石紀一郎准教授のメールアドレス宛（メールアドレスは
UTAS掲示板への掲載する掲示を参照）にメールで問い合わせれば、
別の日時にガイダンスを行うことも可能。

学際日本文
化論コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催

事前にメールでコース主任まで申し込む。1年生も歓迎する。
ZOOMURLとコース主任メールアドレスはUTAS掲示板を参照。
申し込みを忘れた場合は、ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照
して直接参加してもよい。

事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

比較文学比
較芸術コー
ス

ZOOMによるオンライン説明会を開催

事前予約必要。ガイダンスURLおよびガイダンス資料の共有のため、
参加を希望する学生は事前（できれば前日まで）に、コース教務補佐
（hosa@fusehime.c.u-tokyo.ac.jp）まで連絡してください。本メールアドレ
スで質問も受け付けます。

超域文化科学分科

文化人類学
コース

１）特設ホームページによる案内 

２）ZoomによるQ&Aコーナー

１）進学ガイダンス特設ページ（準備中 5月1日公開予定）
https://sites.google.com/a/anthro.c.u-
tokyo.ac.jp/guidancefor2ndgrade2020/

２）ZoomミーティングによるQ&Aコーナー（5月29日までの下記の各日
の昼休み [12:10-13:00] に開催）
 5月7日（木）、8日（金）、14日（木）、20日（水）、29日（金）

表象文化論
コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催
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月日 時間
学部 全体・各学科等

実施日時
実施方法 申込方法 備考

5月11日（月） 12:20～12:50

5月12日（火） 12:20～12:50

5月13日（水） 12:20～12:50

5月15日（金） 12:20～12:50

5月12日（火） 12:20～13:00

5月15日（金） 12:20～13:00

5月19日（火） 12:20～13:00

5月12日（火） 12:20～13:00

5月13日（水） 12:20～13:00

5月14日（木） 12:20～13:00

5月7日(木) 12:20-13:00

5月8日(金) 12:20-13:00

5月13日(水) 12:20-13:00

5月7日(木) 12:20-13:00

5月12日（火） 12：20-13：00

5月15日（金） 12:20～13:00

5月12日（火） 12:15～13：00

5月13日（水） 12:15～13：00

5月14日（木) 12：15～13：00

5月12日（火） 12:20～13:00

5月13日（水） 12:20～13:00

5月15日（金） 12:20～13:00

総合社会科
学分科

5月15日（金） 13:00～13:45 ZOOMによるオンライン説明会を開催

事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。
【5/7追記】参加者は、事前に下記URLの資料を読んでおくようにしてく
ださい。（当日は質疑応答のみ行います）
https://zenkyomu.c.u-
tokyo.ac.jp/kouki/guidance/2020/sougousyakai/sougousyakai-
shiryou.pdf

国際日本研
究コース

5月16日（土） 12:00～13:00 ZOOMによるオンライン説明会を開催
事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。
連絡先：director@jea.c.u-tokyo.ac.jp

学科全体 ホームページにて資料掲載
学際科学科HP（http://www.ids.c.u-tokyo.ac.jp/）に資料リンク等掲
載。

5月14日（木） 17：00～

5月15日（金） 12：15～

地理・空間
コース

ホームページにて資料掲載
メールによる質問受付

人文地理学教室HP内に設置している「教養学部学際科学科　地理・
空間コースの紹介」（http://www.humgeo.c.u-
tokyo.ac.jp/info/intro/about_ugrad/）に説明資料掲載。
メールによる質問受付。

総合情報学
コース
広域システム
コース

5月14日（木） 18：45～ ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

国際環境学
コース

5月15日（金） 12:15-13:00 　ZOOMによるオンライン説明会を開催 　事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。 5/8追記

【教養学部】

教
養
学
科

学
際
科
学
科

科学技術論
コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

アジア・日本
研究コース ZOOMによるオンライン説明会を開催

事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議URLを参照。ガイダンス
資料はアジア・日本研究コースのホームページに掲載する。
http://webpark1088.sakura.ne.jp/wordpress/。
説明会の参加の前に、ガイダンス資料を入手しておくことが好ましい。
なお、5月12日と13日は，韓国朝鮮コースと合同で開催する。

アジア・日本
研究コース

韓国朝鮮研
究コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催

事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。
・5月12日（火）・13日（水）→韓国朝鮮研究コースとアジア・日本研究
コースと共同で開催
・5月15日（金）→韓国朝鮮研究コースで単独で開催

北アメリカ
研究コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催
事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する説明会ＵＲＬを参照するこ
と。

ラテンアメリ
カ研究コー
ス

ZOOMによるオンライン説明会を開催
事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する説明会ＵＲＬを参照するこ
と。

ロシア東欧
研究コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

イタリア地中
海研究コー
ス

ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

ドイツ
研究コース

ホームページにて資料掲載　ZOOMによるオンライン説明会
を開催

ホームページURL http://eu.c.u-tokyo.ac.jp/ 
 
ガイダンスのZoomURLはUTASを見るか、ホームページから送付を依
頼してください。
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月日 時間
学部 全体・各学科等

実施日時
実施方法 申込方法 備考

5月12日（火） 18:45-

5月20日(水） 18:45-

5月12日（火） 19:25-

5月20日(水） 19:25-

5月12日（火） 19:25-

5月20日(水） 19:25-

5月12日（火） 19:25-

5月20日(水） 19:25-

5月12日（火） 19:25-

5月20日(水） 19:25-

【教育学部】

教育学部ウェブサイトの「駒場生の方へ」のページで本学部
及び各コースの紹介を行います。

http://www.p.u-tokyo.ac.jp/entrance/komaba

進学選択に関する質問等は、以下のメールアドレス
にお寄せください。

ssguidance@p.u-tokyo.ac.jp

５月９日（土） 13:00 Zoomを使用してのオンライン説明会

今年度は大学院入試説明会と合同で行います。

申込方法：参加を希望する方は、以下のＵＲＬに掲載されている参加
申込フォームを使用してください。
 URL　：
http://www.f.u-tokyo.ac.jp/exam/index.html?key=1377738011

申込締切：5月6日

※以下のURLに薬学部の案内パンフレットを掲載していますので説
明会の前に読んでおいてください。
質問がある場合は、説明会参加後に送信する質問フォームを使用し
てください。

URL：http://www.f.u-tokyo.ac.jp/about/brochure.html

担当部署　薬学部教務チーム
　　　　　　　kyoumu@mol.f.u-tokyo.ac.jp

５月２８日（木） 18:45 Zoomを使用してのオンラインでの質問回答

説明会に参加していただいた方には質問受付フォームをメールで送付
いたします。　
質問受付期間は5月15日までになります。

いただいた質問は、Zoomを使用して教員及び職員からの回答させて
いただきます。

日時　：　5月28日　18：45　～　1時間程度の予定
  （ZoomのURLはオンライン説明会の参加者にメールで送信します。）

担当部署　薬学部教務チーム
　　　　　　　  kyoumu@mol.f.u-tokyo.ac.jp

全体

【薬学部】

全体

全体

【教養学部】

統合生命科
学コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

認知行動科
学コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

数理自然科
学コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

物質基礎科
学コース

ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

統
合
自
然
科
学
科

学科全体 ZOOMによるオンライン説明会を開催 事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。
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