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【講義について】
Academic Information



物理学専攻の授業実施形態
Lecture style of the Dept. of Physics

授業はオンラインで行います。授業時間は90分です。
以下の科目の実施については、担当教員の判断により、
対面又はオンラインになります。
物理学特別演習Ⅰ ～Ⅴ、物理学特別実験Ⅰ～Ⅴ
All lectures will be held online. One lecture takes 90 minutes.
The following courses will be held in person or online, depending on the lecturers.
Seminar in Theoretical Physics I-V, Experimental Research I-V

授業の実施形態、時間割等は以下のHPで確認してください。
The latest information will be posted on the website.

https://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/about/3828/

オンライン授業の受講方法等は東大HP「東京大学でオンライン授業を受けるために」を確認してください。
Please refer to the website, “Preparing for online classes at the University of Tokyo”

https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/oc/

https://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/about/3828/
https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/oc/


履修登録期間/ Course Registration
履修科目控確認

Aセメスター
10月4日（月）～10月15日（金） 履修登録期間
10月22日（金）午後５時：履修科目控の提出（指導教員からの署名又は押印）

・履修科目控の提出はPDFデータを指導教員に提出

A Semester
Course registration: October 4, Mon. ～ October 15, Fri.
Submission of the course registration form: October 22, Fri. 17:00
-please send the PDF file to your academic supervisor to get his/her 
seal/signature on the form beforehand. 



ITC-LMS
授業で使う資料のダウンロードや課題の提出などに使うシステム（学習管理システム）。

オンライン授業のURLは，原則としてITC-LMSの「オンライン授業情報」欄に掲載されます。

-The Learning Management System is used to download 
reference documents of classes and to submit assignments.

-The meeting URL for online classes will be posted in the “online 
class information” on ITC-LMS. 



修了に必要な単位数/ Required number of credits
修士：30単位(必修科目：20単位)＋研究倫理（0.5単位）
博士：20単位（必修科目：18単位）＋研究倫理（0.5単位）
※修士課程で超過した単位は、博士後期課程で移行（別紙：単位移行届）

学年 実 験 系/Experimental 理 論 系/Theoretical Credits

M1 35603-3001A 物理学特別実験 Ⅰ

Experimental Research I
35603-2001A 物理学特別演習 Ⅰ

Seminar in Theoretical Physics I
10

M2 35603-3002A 物理学特別実験 Ⅱ

Experimental Research II
35603-2003A 物理学特別演習 Ⅱ

Seminar in Theoretical Physics II
10

D1 35603-3003A 物理学特別実験 Ⅲ

Experimental Research III
35603-2004A 物理学特別演習 Ⅲ

Seminar in Theoretical Physics III
6

D2 35603-3004A 物理学特別実験 Ⅳ

Experimental Research IV
35603-2005A 物理学特別演習 Ⅳ

Seminar in Theoretical Physics IV
6

D3 35603-3005A 物理学特別実験 Ⅴ

Experimental Research V
35603-2006A 物理学特別演習 Ⅴ

Seminar in Theoretical Physics V
6

学年別 必修科目 / Compulsory courses by grade

Master: 30 credits (20 compulsory credits) + Research Ethics
Doctor: 20 credits (18 compulsory credits) + Research Ethics
*Excess credits during the master’s program can be transferred to the doctoral program (Notification of Credit Transfer)



科目の履修について（「大学院履修案内」3、4ページ参照）

Courses which can be registered
Refer to the Graduate School Course Guide in p.56-57 in
English.

◯学部の科目の履修・・・合計4単位まで（条件つき）
◯他の専攻、研究科又は教育部等の科目の履修・・・
物理学専攻では制限なし。ただし、履修希望科目に履修制限が
ないこと、指導教員の署名または捺印がある履修科目控の
提出が必要
◯重複する科目の取り扱い・・・学部、修士、博士を
通じて同一科目名で複数回単位を修得した場合は
修了単位数に含むことはできない。
※学部・大学院共通講義に該当する科目は、
「大学院履修案内」20ページ以降の授業時間表外の
注釈も参照。



○研究倫理 （0.5単位）・・・大学院修了までに必要・本日実施
（既に東大理学部で取得済の学生は再度取得不要）

○研究倫理教育・・・コンテンツを選択し、確認書Aを提出
（Ⅰ）e-Learning（APRIN ）

○研究倫理綱領及び博士論文に関する指針（別紙３）

*Research  Ethics (0.5 credit) : 
you must take the course once before completing your degree.  
-RE in English will take place only once a year in July.

*Research ethics education on the web (APRIN):  
The instruction will be sent to you later.

*”Codes of Research Ethics and Guidelines for Doctoral 
Dissertations”

3つの研究倫理/Three Methods of Research Ethics



博士課程への出願

修士2年生の5月頃
進学の場合、検定料は不要

Application for Doctoral Programs

Scheduled to be in MAY when you are M2.
For Master’s students of the University of Tokyo, 

the application fee is free.



【大学施設】等

Facility and Access



Map



理学部１号館出入口の開閉時間
Faculty of Science Building 1 entrance opening hour

• 平日
午前8 時00 分～午後8 時00 分
（時間外は、学生証で入館可能）

→入館制限中のため、常時学生証を使用して入館となります。
各キャンパスの入構制限情報（本郷・駒場・柏・その他）

Please check the entry restriction for each Campus on the website. 

https://www.u-tokyo.ac.jp/covid-19/ja/safety/entry-restrictions.html

学生証は右画像のカードをタッチするところに当ててください。
Pass your student ID card over the card reader. 

Weekday:  8:00AM - 8:00 PM.
(You can enter with your student ID card during closing time.)



学生用控室：理学部1号館2階（210室）、3階（339室）

学生が休憩･昼食などに利用できる部屋

現在の使用状況

https://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/g_info/25230/

理学部1号館の無線LAN使用

詳細は物理HPの技術室で確認をしてください。

http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/GIJUTSU/

Salon: on the 2nd + 3rd Floor, the Faculty of Science Bldg.1
You can use these rooms for break or lunch.  
Please keep the rooms clean and tidy.

Wireless LAN service in the Faculty of Science Bldg. 1
Please see the GIJUTSU website of the Department of Physics 
for more details.

http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/GIJUTSU/



事務室
（受付時間：平日9時～17時・うち12時～12時45分は昼休み）
物理教務室： 理１号館2階208号室(tel：03-5841-4221、8866)
物理事務室： 理１号館2階234号室(tel：03-5841-4241、4050)
就職支援室： 理１号館3階301a号室(tel：03-5841-4248)

Administration Offices
(Open weekday between 9:00 to 17:00 / Closed 12:00-12:45 for lunch)
Academic Affairs : #208, 2F, Faculty of Science Bldg.1 
(tel: 03-5841-4221, 8866   email:  gakumu-phys.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp)
General : #234, 2F, Faculty of Science Bldg.1
(tel; 03-5841-4241, 4050)
Career Support Office : #301a, 3F, Faculty of Science Bldg.1                                                                                   
(tel; 03-5841-4248)



【UTASの設定とメーリングリスト】

UTAS &
Mailing List



○UTAS 履修登録、休講、成績確認、個人情報登録等
○UTAS System to register personal information, lectures and 
to confirm class cancelation, the credits, etc

東京大学からの入学者：これまでと同じID・PW
外部からの入学者：配付の「UTokyo Account」

＊PWの変更はサイト内からできます。

---------------------------------
New Student: Refer to “ UTokyo Account”
User ID: Common ID, the 10 digits number which is 

written on your student ID card.
PW: stated on the “Notification” sheet.

*You can change your PW on the website.

https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/campusweb/campusportal.do

http://www.ut-portal.u-tokyo.ac.jp/wiki/index.php/UTokyo_Account
http://www.ut-portal.u-tokyo.ac.jp/wiki/index.php/UTokyo_Account


UTASでの個人情報登録と物理学専攻のメーリングリスト

10月12日（火）まで：UTASの学生個人情報を更新

MLの配信先はUTASの学生個人情報欄E-mail①で構成。

→UTASの個人情報は常に最新の情報を登録 「学生住所変更」から登録ができます

（必須）現住所・携帯電話・メールアドレス（携帯・PC）

配信先変更はUTASの情報を更新し、物理学科HPのお問い合わせ（在学生向け）より登録ください。

※ 配信先が携帯電話のアドレスである場合、ドメイン指定の設定で物理教務のアドレスが受信できる環境の設定をお願いします。

UTAS and Mailing List(ML)
By October 12(Thu): registration/update of your personal information on UTAS
The email address in "Personal Information ①" on UTAS will be used for the ML.
->Please register your latest information all the time. You can amend your information on UTAS.
(compulsory: residential address・mobile phone number・e-mail address(PC and mobile phone))

Mailing List of the Dept. of Physics
If you would like to change the ML email address, please change the address on UTAS first and register the 
new address in the “Information for Students” in the  website of the Dept. of Physics.
※Please make sure your new address allows to receive emails from our domain properly and not regarded 
as a spam.



内部向け情報

Information specifically for 
the students of the Dept. 
of Physics

お知らせのwebページ（3種類） Notification Media
①物理学科・専攻のＨＰ

Website for the Dept. of Physics 
https://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/



お知らせのwebページ（3種類）
②ＵＴＡＳ
休講、レポート情報

UTAS： class cancellation, assignments,etc

東京大学や理学部全体に係る重要な事項について、UTASか
ら一斉メール配信されることがあります。

Emails can be sent directly from UTAS 
for important notices concerning the 
School of Science or the University.  It 
will be posted under the Bulletin Board.



③理学系研究科のHP / Website for the School of Science

「院生向けお知らせ」のタブをクリックして、
情報を確認するようにしてください。

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/current/lecture.html

This tab means "For international students", 
but currently only Japanese text is available.

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/current/

理学系研究科 ホームーページ（外国人学生向け）



掲示板 Bulletin Boards 

ガイダンス資料２ページ
配置図①～⑥

理学部1号館2階
物理教務室（208号室）前、207号室前
In front of Room 207 and 208, 2F 
Faculty of Science Bldg. 1



通学定期乗車券購入証明書（本郷・柏・駒場）
Student commuter certificate（Hongo, Kashiwa, Komaba)

本日は一律で本郷を配布

他キャンパスへの交換は、学務課教務チームへ（＃275）

配布は、一人一枚。通学定期を学割で購入する時に必要

毎年交換

It is required when you purchase student commuter pass.

We handed "Hongo" today.  Please visit the Graduate School  

Office (Room 275) with your student ID card for another 

campus.  It has to be renewed every year.



副担当教員
指導教員に直接相談しにくいことなどがある場合にはご活
用ください。

Sub-Course Teaching Staffs

The list is attached to the 
Basic Information document. 
Please use this list when you 
have difficulty in consulting 
directly your academic 
supervisor.



口座登録及びマイナンバー届出
Bank account info. and “My Number”

• 学生出張旅費の支払い、TA（博士の方はRA）を行う学生

• 口座の登録とマイナンバーの届出が必要

• 用紙は物理教務にあります

※ 届がない学生の支払いはできません

-Students who apply for reimbursement for travel expense or 
are appointed as TA (doctoral RA)

-Submission of your bank account detail and My Number is 
required.

-The format is available at PAAO.

* No payment can be made unless the format is submitted.



ＴＡ（ティーチングアシスタント）

物理学科（学部）の実験、演習、講義などの教務補助

募集：例年2月末。

対象：Sセメスター･Aセメスター各15～20名ずつの大学院生

＊国際卓越大学院プログラム、学振特別研究員に採用された学生には勤
務時間数の制限あり

Teaching Assistants (TA)
Assistance for experiments, exercises and lectures in general

Recruitment usually starts from the end of February.

Eligibility: appox. 15-20 graduate students for each semester

* Students in the WINGS program and JSPS Research Fellowship for Young 
Scientists have a limit in working hour.



奨学金 Scholarships

理学系HP（Faculty of Science Website） ：
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/current/scholarship.html

東大HP（UTokyo website） ：
http://www.u-tokyo.ac.jp/index/h02_j.html

理学部･理学系研究科の経済的支援プログラム
(Financial Support in the School of Science)：
https://student-support8.webnode.com/



学研災付帯賠償保険への加入
(通称：学研賠Aコース)
※KEK、JAXA所属学生は必須

窓口：学務課教務チーム（275室）（締切：10月29日まで）
現金を持参（保険料：2年間：680円 / 3年間：1,020円）

Liability Insurance coupled with PAS
Visit the Graduate School Office, Student Affairs Section 
by October 29.
(Premium: two years: 680 JPY / three years: 1,020 JPY)

*Students at KEK or JAXA are obligated to take out.



海外渡航 / For going abroad

各種届出書類・証明書発行
物理教務事務室に書類の提出が必要です。
・海外への調査研究
・海外への私事渡航
・帰国届
＊渡航前には、海外旅行損害保険への加入を推奨します。

留学生の場合は、ILOに一時帰国の際には、「一時帰国届」の提出が
求められております。

Students are required to submit an application form to the Physics 
Academic Affairs Office in the following cases.
・Overseas academic research
・Overseas travel (for personal reasons)
・Return to Japan
＊We recommend to buy overseas travel insurance before departure.

International students need to submit a form to ILO when you 
temporary return to your mother country.

※コロナウイルス感染症対応のため、国内外出張の際に上記とは別
に申請が必要です。指導教員から物理教務に連絡してください。



教室コロキウム・談話会

対象：学部生・院生・教員
開催頻度：毎月１回程度・主に金曜日午後5時～
会場：小柴ホール又は１２２０号室
参考：教室談話会（不定期）

http://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/colloquium/

Colloquium / Talk assembly
We plan colloquiums for students and faculty 
staff about once a month on Friday from 
17:00.
Venue:  Koshiba hall or Room 1220 
Ref.: talk assembly (indeterminately)



各種届出書類・証明書発行
Issuance of Various Official Documents and Certificates

https://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/about/24466/



【ＳＯＳアカウントについて】

【SOS (School of Science) 
Account】

Password to download:  phys2021



理学系研究科アカウント用紙/ School of Science account

・情報に間違いがないか確認してください
Please check: name and User ID

・User ID：学生証の右下に記載された下10桁の番号
10 digit number on the right bottom side of your student ID card

・個人情報です．他人に貸与、譲渡せずに、適切に管理してください
Do not rend or give it away

・修士、博士課程に進学しても在学中は有効です
It is valid until the end of the doctoral course

・理学系研究科が提供する情報サービスの認証に利用
You use for the service provided by the Graduate School of Science

・まずは初期パスワードの更新、メールアドレス登録
Please change the initial password and register your e-mail address

・詳細については，情報システムチームのサイトを参照
For more detail:  https://www.phys.s.u-
tokyo.ac.jp/GIJUTSU/IT/index.html

https://www.phys.s.u-tokyo.ac.jp/GIJUTSU/IT/index.html


情報システムチーム サイト Website of the Information Technology Team



情報システムチーム サイト



ユーザ

サービス

I am an officially 
enrolled student

クライアント証明書 / Client Certificate

理学系研究科の各サービスは
理学系研究科アカウントを用いて発行する
「クライアント証明書（ユーザ証明書）」によって、
ユーザ認証を行っています

Online services provided by the 
Graduate School of Science is 
certified by the “Client Certificate” 
which is granted for a SOS account.



クライアント証明書 / Client Certificate



まずは初期パスワードの更新を！ / Change your initial password to another one.



最後に Other notes

• ネットワーク利用に関する問い合わせは
まずは研究室のネットワーク担当者様に！

Please contact the person in charge of the network 
in your lab group first if you have any question.

• 学外研究機関に所属する方は
各機関で提供されるサービスをご利用ください

If you study at other research institutions, please 
use the service provided by them.



【Student Support 
Office】

Counselor Mr. SUZUKI



ご静聴ありがとうございました

Thank you for your attention.

We look forward to seeing you at 
Hongo Campus in Tokyo.


