
2022/4/4

月日 時間

法学部 5月19日（木）
18:45～

（20:00頃終了予定）
Zoomウェビナーによる

オンライン配信
申込不要

ウェビナーのURLについては、
後日UTAS掲示板にて周知します

5月9日（月） 18:45 ～ 20:00 
Zoomを用いてオンラインで行う予
定です。

後日、UTASの掲示板にて、ガイダン
スに係るZoom のURLを掲載します。

4月27日（水）
※薬学部、農学部、
　理学部と調整済

（6限）18:45～
対面（駒場）およびオンラインのハ
イブリッド方式

対面参加：直接ご来場ください（申込
は不要です）
オンライン参加：学科ウェブサイト
http://www.hn.m.u-tokyo.ac.jp/ に後
日掲示します。

教室については決定次第告知します。
感染状況によっては全面オンラインとなる場
合もあります。学科ウェブサイト 
http://www.hn.m.u-tokyo.ac.jp/　に掲示しま
すので確認してください。

対面による開催
18:45～19:15

4月25日(月) 18:45～20:15 対面による開催 １３号館２階１３２３教室

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

全体

医学部

医学科

健康総合科学科

工学部

全体

化学システム工学科

化学生命工学科

マテリアル工学科

物理工学科

4月22日(金) 18:45～20:15

5月2日(月) 18:45～20:15

対面による開催 １３号館１階１３１３教室建築学科

都市工学科

応用化学科

4月27日(水) 18:45～20:15 対面による開催 １３号館２階１３２３教室

対面による開催 １３号館１階１３１３教室
計数工学科

機械工学科
5月6日(金) 18:45～20:15 対面による開催 １３号館２階１３２３教室

機械情報工学科

申込不要

※ 障がい等により、ガイダンス参加に
あたり配慮が必要な方は、４月１４日

（木）１７：００までに工学部学務課学部
チーム（gakubu.t@gs.mail.u-

tokyo.ac.jp）へご連絡ください。

講堂（９００番教室）電子情報工学科
対面による開催

19:15～20:15
電気電子工学科

システム創成学科

社会基盤学科

4月26日(火)

4月28日(木) 18:45～20:15 対面による開催 １３号館２階１３２３教室航空宇宙工学科

精密工学科

18:45～20:15
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2022/4/4

月日 時間

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

18:45～19:30

日本語日本文学（国文学）専修課程

中国語中国文学専修課程

インド語インド文学専修課程

英語英米文学専修課程

ドイツ語ドイツ文学専修課程

フランス語フランス文学専修課程

文学部

全体

5月16日（月）

人文学科

哲学専修課程

中国思想文化学専修課程

東洋史学専修課程

西洋史学専修課程

考古学専修課程

美術史学専修課程

言語学専修課程

日本語日本文学（国語学）専修課程

インド哲学仏教学専修課程

倫理学専修課程

宗教学宗教史学専修課程

美学芸術学専修課程

イスラム学専修課程

日本史学専修課程

現代文芸論専修課程

西洋古典学専修課程

心理学専修課程

社会心理学専修課程

オンライン（Zoom）開催 後日、UTASにてURLを通知予定

19:35～20:35

社会学専修課程

スラヴ語スラヴ文学専修課程

南欧語南欧文学専修課程
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2022/4/4

月日 時間

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

5月17日 18：45～20：20

5月19日 18：45～

5月24日 18：45～

5月18日 18：45～

5月23日 18：45～

5月19日
5月20日

18：45～

5月19日
5月20日

18：45～

5月18日
5月23日

18：45～

5月19日 18：45～

5月23日 18：45～

5月18日 18：45～

理学部

全体

オンライン（Zoom）開催 後日、UTASにてURLを通知予定

数学科

情報科学科

物理学科

天文学科

地球惑星物理学科

地球惑星環境学科

化学科

生物化学科

生物学科

生物情報科学科
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2022/4/4

月日 時間

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

5月9日（月） 18:45～

5月10日（火） 18:45～

経済学部 5月18日(水) 18:45～20:30(最大) オンライン（Zoom）開催

05/09(月)13:00頃、UTAS掲示板（お知
らせ掲示板）に、「Zoom URL」「ミーティ
ングID」「パスコード」を掲出する。（事
前申込不要）

次の2点について、事前配付を行う。
(1) 令和4年度経済学部便覧
http://www.student.e.u-
tokyo.ac.jp/gakubu/gakububinran2022.pdf
(2) 令和4年度経済学部履修案内
http://www.student.e.u-
tokyo.ac.jp/gakubu/rishuinf2022.pdf

全体

森林生物科学専修
森林環境資源科学専修

5月12日（木） 18:45～
水圏生物科学専修

動物生命システム科学専修

申込み不要

ZoomのURL・配布資料等は農学部進学選択
ガイダンスポータルサイトに掲載予定。
詳細は農学部HP「駒場生の方」をご確認くだ
さい。

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/shinfuri/

農学フェア（仮）

生命化学・工学専修

5月11日（水） 18:45～
木質構造科学専修

農学部

全体

オンライン（Zoom）開催

農業・資源経済学専修

生物・環境工学専修

5月13日（金） 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16日（月） 18:45～
生物素材化学専修

緑地環境学専修

国際開発農学専修
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2022/4/4

月日 時間

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

ホームページに資料を
掲載

ホームページに資料を掲載

5月11日（水） 12:15～12:45

5月13日（金） 12:15～12:45

5月19日（木） 12:15～12:45

5月10日（火） 12:10～13:00

5月13日（金） 12:10～13:00

5月16日（月） 12:10～13:00

5月9日（月） 12:20 ～ 12:50

5月11日（水） 12:20 ～ 12:50

5月17日（火） 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。

5月9日（月） 昼休み（12:20～13:00）

5月13日（金） 昼休み（12:20～13:00）

5月20日（金） 昼休み（12:20～13:00）

5月10日（火） 12:20～12:50

5月16日（月） 12:20～12:50

5月19日（木） 12:20～12:50

5月6日(金) 12:20～12:50

5月9日(月) 12:20～12:50

5月11日(水) 12:20～12:50

教養学部 教
養
学
科

コース

超域文化科学分科

現代思想コース
ハイブリッド（対面とZoomによるオ

ンライン）で開催します。

事前予約不要。会場はコラボレーショ
ンルーム１。ZoomのURLは3日共通。
オンラインで参加する際は自分の姓名
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・梶谷真司教授
宛にメールで問い合わせを行うことも
可能（shinjip@kfx.biglobe.ne.jp）。

1年生も歓迎する。教室で昼食をとることも
可。

表象文化論コース
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。

各回の参加教員は、5/10：長木、清水、竹
峰、桑田、中井、一條、韓　5/13：田中、加治
屋、オデイ、森元、一條、韓 　5/16：河合、針
貝、乗松、カペル、一條、韓。事前にコース
ホームページ（https://repre.c.u-
tokyo.ac.jp/）に資料を掲載する。1年生も歓
迎。

比較文学比較芸術
コース

学部全体ガイダンス https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/kouki/guidance/2022/kyouyou-guidance.pdf

文化人類学コース
ハイフレックス方式で実施。教室
は14-407。

事前予約不要。Zoom情報はＵＴＡＳ掲
示板に掲載する会議ＵＲＬを参照。

対面にて18号館4階コラボレー
ションルーム3にて実施

学際言語科学コース
ZOOMによるオンライン説明会を

開催

事前予約不要。オンライン説明会には
大学のアカウントでサインインするこ
と。
資料は、学際言語科学コースのホー
ムページ（ＵＲＬ：http://gamp.c.u-
tokyo.ac.jp/senkou/index.html）に掲示
する。

学際日本文化論コー
ス

対面：14号館605号室
オンライン：Zoom
のハイフレックス開催

対面・オンラインともに事前予約不要。
オンライン参加のURLは右記参照。
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2022/4/4

月日 時間

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

5月9日（月）

5月10日（火）

5月12日（木）

5月9日（月） 12:20～13:00

5月11日（水） 12:20～13:00

5月17日（火） 12:20～13:00

５月9日（月） 12:20～12:55

５月10日（火） 12:20～12:55

５月11日（水） 12:20～12:55

5月9日(月） 12:20～12:50

5月10日(火） 12:20～12:50

5月13日(金） 12:20～12:50

5月10日（火） 12:20～13:00

5月11日（水） 12:20～13:00

5月18日（水） 12:20～13:00

5月10日（火） 12:20～13:00

5月11日（水） 12:20～13:00

5月12日（木） 12:20～13:00

5月10日（火） 12:20～13:00

5月11日（水） 12:20～13:00

5月13日（金） 12:20～13:00

コース

コース

教養学部

教
養
学
科

ロシア東欧研究コース
10日と18日は対面、11日のみオ
ンライン。対面の回はいずれも18
号館4階コラボレーションルーム4

言語態・テクスト文化
論コース

12:20～12:50
対面（ハイフレックス方式）にて８

号館３１５教室にて実施

事前予約不要。メールアドレス
yamasakiayaアットg.ecc.u-tokyo.ac.jp　
で随時質問受付（※アットは@に変換）

事前予約不要。「ロシア東欧研究コー
ス」でGoogle検索すると本コースサイト
がヒットします。

ドイツ研究コース
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

対面にて8号館4階404で実施

事前予約不要。
感染症などやむを得ない理由で参加
できない学生は5月12日（木）13時まで
に主任の高橋英海にメール連絡
（hidemitakahashiアットg.ecc.u-
tokyo.ac.jp　※アットは@に変換）すれ
ば、随時対応。

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
する会議ＵＲＬ（　https://u-tokyo-ac-
jp.zoom.us/j/86076565727?pwd=cEwr
cmY2OFdnbmd5L3NJaWc2clVvQT09　
）を参照。

地域文化研究分科

イギリス研究コース
対面にて８号館４０２教室にて実

施

フランス研究コース

9日、10日は対面（8号館4F401号
室）、11日はZOOMによるオンライ

ン説明会

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。
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2022/4/4

月日 時間

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

5月10日（火） 12:20～13:00

5月12日（木） 12:20～13:00

5月16日（月） 12:20～13:00

5月10日（火） 12:20～13:00

5月11日（水） 12:20～13:00

5月12日（木） 12:20～13:00

5月10日（火） 12:20～13:00

5月11日（水） 12:20～13:00

5月17日（火） 12:20～13:00

5月13日（金） 15:00～16:00
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。
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/2021/sya
kai/sougousyakai-index.pdf

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10日(火) 昼休み（12:10 ～） 対面にて15号館104で実施 事前予約不要

5月13日(金) 17:00 ～ オンラインで実施
事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載
する会議ＵＲＬを参照。

コース

コース

教養学部

学
際
科
学
科

教
養
学
科

１回目(5/10)はアジア・日本研究コー
スとの合同ガイダンスのため、詳細は
そちらを参照のこと。
２、３回目(5/11, 17)は韓国朝鮮研究
コース単独開催。（前日17:00までに以
下の申請フォームから予約が必要）
https://forms.gle/4ywsEtdx6bQVm4x
b6

総合社会科学分科

コース 国際日本研究コース 5月13日（金） 12:15～13:00
ZOOMによるオンライン説明会を

開催

学科全体 ホームページにて資料掲載

科学技術論コース

韓国朝鮮研究コース

１回目はKIBER（旧6号館）110室。
２、３回目は18号館コラボレーショ
ンルーム２。いずれもZOOMでの

参加も可。

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
する会議ＵＲＬを参照。

アジア・日本研究コー
ス

KIBER（旧6号館）110室での対面
が主、ただZOOMでの参加も可と

する。

事前予約不要。12：15ごろになったら、
直接KIBER（旧6号館）110室に来る。
遅刻での参加も歓迎する。または、Ｕ
ＴＡＳ掲示板に掲載する会議ＵＲＬに直
接アクセス。なお、5月10日は韓国・朝
鮮研究コースとの合同ガイダンス。

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アットjea.c.u-
tokyo.ac.jp　※アットは@に変換
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2022/4/4

月日 時間

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

地理・空間コース　 5月17日(火) 18:45～ 対面にて2号館308教室で実施 事前予約不要

総合情報学コース
広域システムコース

5月16日(月) 18:45～20:00
(現時点では)対面にて15号館104

で実施 予定
事前予約不要

国際環境学コース 5月17日(火) 昼休み（12:10 ～）
駒場国際教育研究棟（KIBER) 

110
事前予約不要

5月9日（月） 12:10～12:50
ハイフレックス（11号館1102教室
にて実施）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19日（木） 12:10～12:50
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。

5月10日（火） 12:10～12:50
対面にて13号館1312教室にて実
施

5月20日（金） 12:10～12:50
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。

5月10日（火） 12:10～12:50
対面にて13号館1321教室にて実
施

5月20日（金） 12:10～12:50
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。

統合生命科学コース 5月10日（火） 12:10～12:50
対面にて13号館1322教室にて実
施

事前予約不要。ＵＴＡＳ掲示板に掲載
する会議ＵＲＬを参照。

5月16日（月） 12:10～12:50
対面にて13号館1312教室にて実
施

5月17日（火） 12:10～12:50
対面にて13号館1312教室にて実
施

5月18日（水） 12:10～12:50
対面にて13号館1312教室にて実
施

5月20日（金） 12:10～12:50
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。

認知行動科学コース 5月10日（火） 12:10～12:50

5月20日（金） 12:10～12:50

スポーツ科学コース 5月10日（火） 12:10～12:50
対面にて13号館1341教室にて実
施

5月20日（金） 12:10～12:50
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。

コース

教養学部

学
際
科
学
科

統
合
自
然
科
学
科

学科全体

コース

数理自然科学コース

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。
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2022/4/4

月日 時間

学部ガイダンス(2年生対象）日程

全体・各学科等
実施日時

実施方法 申込方法 備考

4月22日 18時45分から
Zoomミーティングによるオンライ
ン開催

事前申込み不要
URL等は後日UTAS掲示板でお知らせしま
す。

総合教育科学科 5月12日(木) 18時45分から 対面開催（1323講義室） 事前申込み不要
総合科目「心身の実践科学」授業終了後に、
引き続き開催します。

薬学部 4月22日(金) 18：45～ 対面

教育学部

全体

身体教育学コース

全体 総合科目【生物薬学概論】の終了後そのまま実施する。事前申し込みは必要なし
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