
更新：6/16

対象学期 タイトル 掲載日

S2 （S2ターム）英語一列①のクラス分けについて 2022.05.24

S2 2022年度S2ターム教養英語 他クラス聴講を希望する方へ＜英語一列＞ 2022.05.13

S1 （再掲）（S2ターム）英語一列①のクラス分けについて New! 2022.06.13

S1 【工学部編入生対象】2022年度S1ターム英語一列①の履修登録について 2022.04.04

S1/S2 【英語一列履修予定者へ】 英語一列《教養英語》について 2022.03.24

S1 （再掲）2022年度S1ターム教養英語 他クラス聴講を希望する方へ＜英語一列＞ 2022.04.04

S/A
【英語一列】過年度入学者で英語一列①・②の単位を未取得の学生へ（希望者は3/28にプレイスメ

ントテスト）
2022.03.07

S2
（再掲）(2022S2ターム）英語二列Sクラス分けについて【過年度入学者、1年生の未入力者の追加

クラス分け】（5/26～6/8）
2022.06.03

S1 【重要・UTASを確認してください】英語二列S（FLOW）をS1タームで履修する方へ 2022.04.04

S1
（再掲）英語二列Sクラス分けについて【過年度入学者、1年生の未入力者の追加クラス分け】（4/4

～4/11）
2022.04.11

S/A
（再掲）【2022年度入学の1年生へ】英語二列Sクラス分けについて（英語選択者は回答必須！・3

月31日まで）
2022.03.30

S/A 英語二列Sクラス分けのフォームにアクセスできない新入生へ 2022.03.29

現在までに前期課程HP「お知らせ」に掲載中の2022年度Sセメスター（S1・S2ターム）の履修および授業に関する通知を一覧にまとめました。

通知を熟読し、締切日時等日程をよく確認の上、手続きを行って下さい。
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https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0524142232.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S2_EnglishLanguage_RetakeCourse_0513.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0613171532.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0613171532.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/bfd940d20727c3f9e516dfffd88e2f8dfc79ccd6.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_EnglishLanguage0324.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_EnglishLanguage_RetakeCourse_0324.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/f8de6f0fed5c4bd94a1b396afc1d90cb813fdbe2.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/f8de6f0fed5c4bd94a1b396afc1d90cb813fdbe2.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0603143344.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0603143344.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0404172809.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0411181542.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0411181542.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0330193000.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0330193000.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0329090313.html


英語二列W S （再掲）【他クラス聴講】英語二列W（ALESS/A）のクラス分けについて（4/4～4/11） 2022.04.08

英語特別クラス S （再掲）「特別英語クラス」の申請について（2022S） 2022.04.05

日本語 S 【初回授業・履修について】日本語を「既修外国語（初修扱い含む）」として選択した学生へ 2022.03.31

S 【TLP】2022年度入学TLP履修者への案内（4/4ドイツ語掲載） 2022.04.04

S 【TLP】TLP2年Sセメスター 編入希望者の募集について（3/18　ロシア語掲載） 2022.03.18

S 2022年度「身体運動・健康科学実習Ⅱ」の履修曜限変更について（～4/7 16:50） 2022.04.05

S （2022S）身体運動・健康科学実習のガイダンス・種目選択について 2022.03.31

S
【2021年度以前入学者対象】2022年度Sセメスターにおけるスポーツ・身体運動部会が開講する実

技授業の履修について
2022.03.22

S
【重要】2022年度初年次ゼミナール抽選結果発表と、履修しない授業のシラバスお気に入り削除に

ついて
2022.04.19

S 【他クラス聴講】初年次ゼミナール文科・理科について（4/15～4/18 正午まで） 2022.04.14

S （再掲）【初年次ゼミナール文科・理科】抽選登録について（～4月13日（水）12：00） 2022.04.12

S 初年次ゼミナール文科・理科の履修について 2022.04.05
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https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/secondyear/2022/0408210000.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_englishSP.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_japanese0331.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0404105205.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0318092017.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/secondyear/2022/0405204242.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0331142624.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/shintaiundou_20220322.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/shintaiundou_20220322.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0419111807.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0419111807.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/secondyear/2022/0414161306.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0412113000.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0405200645.html


- （再掲）【2022年度補修申請】A1・A2ターム基礎実験を未取得の2年生へ(6/10 16:50迄) 2022.06.09

S1/S2
基礎実験Ⅲ（化学・物理学）、基礎生命科学実験の実施形態・ガイダンスについて（3/28物理実験

追加）
2022.03.28

S2 【2022S2】「微分積分学・線型代数学」を他クラス聴講する方へ（６/３～６/１６） 2022.05.26

S 【注意】基礎科目 数理科学の他クラス聴講・要求科目としての履修について 2022.03.24

S 【数学部会より】「数学学修相談室」開室について 2022.03.24

物質科学 S
（再掲）「力学Ａ」「力学B」「熱力学」を他クラス聴講、 要求科目として履修（要履修許可科

目）できるクラスについて
2022.04.05

S2 【英語中級】2022年度S2ターム追加募集の抽選結果について 2022.04.26

S/S1/S2 （再掲）【2022S英語中級】クラス指定型の削除について（4/26 16:50まで） 2022.04.22

S/S1/S2 （再掲）【英語中級・上級】抽選結果公開および追加募集について（4/26 16:50まで） 2022.04.22

S/S1/S2 （再掲）【4/1～4/5正午】英語中級・上級抽選登録について（2022S） 2022.04.04

S 【TLP】2022年度入学TLP履修者への案内（3/30スペイン語・フランス語掲載） 2022.03.30

S 【中国語部会より】中国語初級インテンシヴコース　抽選結果 2022.04.05

S 【フランス語部会より】2022年度フランス語インテンシヴ　履修許可者 2022.04.06

S
【2022年度2年生対象】アドバンスト理科の履修について（基礎生命科学実験α 履修希望者向けガ

イダンス3/23実施）
2022.03.17
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https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/kisojikken_20220517.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/secondyear/2022/0328163717.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/secondyear/2022/0328163717.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S2_suurikagaku_takura20220526.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_suurikagaku_takura20220324.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0324092520.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_Mechanics_RetakeCourse_Requirements.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_Mechanics_RetakeCourse_Requirements.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0426174951.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0422165026.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0422164529.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_english_intermediate_advanced.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/firstyear/2022/0330100005.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_ChineseIntensive_SelectionResults.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_French_Intensive_admission.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0317093321.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0317093321.html


S/S1/S2 【農学部より】全学自由研究ゼミナール・全学体験ゼミナールのご紹介 2022.03.29

S/S1/S2

（再掲）【工学部より】全学ゼミ工学部合同説明会2022S1S2（1日目：4/6(水)18:45～、2日目：

4/7(木)18:45～）Zoomによるオンライン開催、学術フロンティア講義・全学自由研究ゼミナール・

全学体験ゼミナール

2022.04.06

S/S1/S2 【法学部・経済学部より】法学部と経済学部の類似・合併科目について 2022.04.01

S/S1/S2
【文学部教務係より】2022年度Sセメスター　前期課程2年生が受講可能な文学部専門科目について

（補足説明）
2022.03.30

S/S1/S2 【文学部教務係より】注意！UTAS上で正しく表示されない授業があります（2022S） 2022.03.30

S/S1/S2 【後期課程チームより】教養学部後期課程専門科目の履修について 2022.03.18

S/S1/S2 (更新)【重要】2022S 授業を受ける際の注意点について(4/1初回掲載） 2022.04.05

S/S1/S2
2022年度Sセメスター（S1・S2ターム）の科目紹介（シラバス抜粋）・時間割表PDFの公開につい

て
2022.03.15

S
【重要】特定日（4/13・4/14・4/18）におけるキャンパス内でのオンライン授業受講場所の注意事

項について
2022.04.01

S/S1/S2 2022年度Sセメスター（S1・S2 ターム）の授業について 2022.03.12

S/S1/S2 2022年度Sセメスター（S1・S2ターム）UTASシラバス公開について 2022.03.24

　授　業　関　係

後期課程　持出専門科目関係

主題科目
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https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/agriculture_2022S.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S1S2monozukuriseminar.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S1S2monozukuriseminar.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S1S2monozukuriseminar.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022_Low_Economics_RuijiKamoku.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022_Letters_risyu.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022_Letters_risyu.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022_Letters_Caution_UTAS.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022_kouki_risyu.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_jugyoujissi_CautionaryNotes .pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0315212032.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0315212032.html
https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/jikanwari/2022S/2022S_OnlineClassroomLocations.pdf
https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/jikanwari/2022S/2022S_OnlineClassroomLocations.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0312120806.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0324100611.html


S2
【重要】2022S2ターム 履修確認・訂正期間（および他クラス聴講・要求科目の履修申請）について

New!
2022.06.13

S/S1/S2 【注意喚起】2022年度Ｓセメスター／S1・S2タームの履修登録について（2年生） 2022.05.03

S/S1/S2 【注意喚起】2022年度Ｓセメスター／S1・S2タームの履修登録について（1年生） 2022.05.03

S/S1/S2 （再掲）時間割の都合で、自科類・自クラスを対象としない授業を履修する手続きについて（2022S）2022.04.28

-

-

S/S1/S2

S/S1/S2

S/S1/S2

S/S1/S2

S/S1/S2

２年生用 （履修に関するお知らせ）

別紙「【重要】2022Sセメスター（S1・S2ターム）履修認定カード電子版での手続方法について」

履修の手引きの訂正・変更について
履　修　登　録

（履修登録に関する手続き、日程等）

別紙PEAK科目について

2022年度 英語の履修について（所属クラスによるグループ分け）

２０２２年度Sセメスター　履修登録について

１年生用（履修に関するお知らせ）
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https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0613105030.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0613105030.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_2nd_Courseregistration_20220419.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2022S_1st_Courseregistration_20220425.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/all/2022/0428193544.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/English_Rishu_forNewStudent.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/classes/academic-handbook/index.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/classes/courseregistration/index.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/2022S_rishuu_flyer_first.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/2022S_rishuu_flyer_second.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/2022S_rishuu_ninteicard.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/2022S_rishuu_PEAKkamoku.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/2022S_rishuu_flyer_second.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/2022S_rishuu_ninteicard.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/classes/academic-handbook/index.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/2022S_rishuu_PEAKkamoku.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/English_Rishu_forNewStudent.pdf
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/classes/courseregistration/index.html
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/2022S_rishuu_flyer_first.pdf

