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日付 問い合わせ項目 質問内容 回答 備考

2017.10.17
外国語の基礎科目と総合科目Lの単
位数の関係について

英語・日本語以外を既修外国語として履修していますが、取得
すべき単位数がよくわかりません

外国語の基礎科目と総合科目Lの単位数早見表を用意しましたので参照
してください

https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/rishu/gaikokugo-

hayamihyou.pdf

2017.10.17 英語中級の追加募集について

A2ターム科目の追加募集は１０月１２日（木）16:50までが
登録期間ですが、第一志望から第三志望まで教務課の緑のボー
ドの登録用紙に記入しました。抽選の結果はいつ頃発表になり
ますか。

当選者は履修登録画面に表示されるようになりましたのでご確認くださ
い。

　

2017.10.13 履修の削除について 予め表示されている必修科目を誤って削除してしまいました 教務課窓口で再表示を受付けますので青いボードに記載してください。
１０月５日のQ&Aに掲載していますが、英語一列②の担
当教員はシステムの制約上土屋先生のお名前が表示されて
います。削除しないでください。

2017.10.12
要履修許可科目、他クラス聴講等
の履修登録画面への表示について

履修登録画面にオレンジ色（未確定）や緑色（許可待ち）で表
示されている科目が黄色（確定）に変わるのはいつ頃でしょう
か。

未確定のものは履修登録期間・訂正期間後に確定に変わります。許可待
ちの科目は、履修確認・訂正期間後に承認登録処理が行われます。１０
月末を目途に確定に変わっていない場合は教務課窓口までお問い合わせ
ください。

2017.10.12
総合科目、主題科目等の履修登録
について

履修登録しようとした科目が表示されない場合があります。
履修登録画面のリストに表示されないような場合は、教務課窓口で受付
けますので青いボードに記載してください。

2017.10.10 電磁気学A→Bへの変更について
１年生ですが、電磁気学AからBに履修登録を変更しようとして
もUTASでエラー表示がでてしまいます。

10月10日現在、履修登録画面のリストに表示されませんので、登録を
希望する学生は教務課窓口で青いボードに記載してください。（電磁気
学B→Aの変更も同様です）

【10月11日追記】登録できるようになりましたのでご確
認ください。

2017.10.10
総合科目L系列の「〇〇語初級演習
②」の履修登録について

１年生ですが、総合科目L系列の「〇〇語初級演習②」が履修登
録画面にでてきません。

１０月１０日現在、１年生の履修登録画面に表示されない事象が発生し
ています。大変お手数ですが、復旧処理中ですので、１０月１１日午前
に再度試みてください。

【10月10日追記】表示されるようになりましたのでご確
認ください。

2017.10.5 英語一列②の表示について
掲示で発表のあった教員と異なる教員の氏名が表示されていま
す。（開講曜限・教室情報は正しい情報が表示されています）

システムの制約上、すべて土屋先生のお名前が表示されております。ご
了承ください。

　

2017.10.4
スポーツ・身体運動実習（総合科
目D系列）

履修登録をしようとしても画面のリストに表示されません。
10月4日現在、履修登録画面のリストに表示されませんので、登録を
希望する学生は教務課窓口で青いボードに記載してください。

【10月5日追記】表示されるようになりましたのでご確認
ください。

2017.10.4 後期課程持ち出し専門科目
履修登録をしようとするとエラーメッセージが表示されてしま
います

10月4日現在一部の科目について事象が報告されています。対応中で
すので10月5日以降再度履修登録を試みてください。

【10月5日追記】登録できるようになりましたのでご確認
ください。

2017.10.4 他クラス聴講の登録
２年生です。１年次に電磁気学Bを履修していましたが、電磁気
学Aを他クラス聴講したい場合はどうすれば良いでしょうか。

他クラス聴講の登録画面には表示されませんので、教務課で青いボード
に記載頂きます。その上で履修認定カードの手続をとってください。

2017.10.4 微分積分学②・線形代数学②
降年者ですが、２Sセメスターを休学し、１０月から復学しまし
た（復学後１A）。微分積分学②・線形代数学②の履修はどう
すればよいですか。

（１）S2に微分積分学①、線形代数学①を履修した後に１年以上休学
し、復学した場合→Aセメスターから微分積分学②、線形代数学②を履
修することができます。
（２）微分積分学①②、線形代数学①②を履修した後に２Sセメスター
を休学し、１０月から復学した場合→微分積分学、線形代数学は１S2
から１Aにかけての３単位の科目なので、微分積分学②、線形代数学②
から履修することはできません。２S2から他クラス聴講をして頂く必
要があります。（成績は①・②ともに２A2ターム終了時点で発表され
ます）

https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/rishu/gaikokugo-hayamihyou.pdf
https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/rishu/gaikokugo-hayamihyou.pdf


2017.10.3 他クラス聴講の登録
構造化学、電磁気学の他クラス聴講の登録画面で他科類の授業
科目が表示されません。

10月3日現在表示されていません。暫くお待ちください。
【10月4日追記】表示されるようになりましたのでご確認
ください。

2017.10.2 要履修許可科目の登録

２年生（文科生）です。総合科目L系列の「〇〇語初級演習②」
を履修する場合、履修認定カードに担当教員のサインをもらっ
た上で、UTASの「要履修許可科目履修登録」画面から登録し
なければなりませんが、自分が初修外国語として履修していな
い言語も表示されていますが正しいでしょうか。

自分が初修外国語として履修していない言語も表示されていますので、
正しい科目名を選択してください。また、既に初修外国語として履修し
ている言語の「〇〇語初級演習②」を修得済みの場合、他の言語が「要
履修許可科目履修登録画面」に表示されている場合がありますが仕様で
すのでご了承ください。

2017.10.2 後期課程持ち出し専門科目
後期課程持ち出し専門科目についても、前期課程の履修登録期
間で登録する必要がありますか。

前期課程の履修登録期間で登録する必要があります。

2017.9.28 後期課程持ち出し専門科目 降年したが、履修中の通年科目はどうすればよいか
削除を希望する場合は、教務課３番窓口で記載してください。青いボー
ドに記載頂きます。

2017.9.27 ロシア語一列②
TLPロシア語対象者ですがTLP指定クラス以外が履修登録画面
に表示されています

TLPロシア語において、一部の対象者、以前に許可された方が異なるク
ラスに表示されているケースがありました。正しいクラスが表示される
ようになりましたのでシラバスと照らしあわせて再度ご確認ください。

2017.9.26
総合科目Ｌ系列　〇〇語初級（演
習）②について

１年生（文科生）ですが、履修登録画面に表示されていません

文科生は初修外国語として履修するものと同一言語の「〇〇語初級（演
習）①②」４単位を取得する必要がありますが、各自で履修登録期間中
にＵＴＡＳで登録する必要があります。シラバスで対象クラスを確認の
上、登録をしてください。

【重要】クラス指定の基礎科目は、はじめから指定された曜

日・時限に表示されています。シラバスを確認の上、正しく表

示されていない場合は教務課３番窓口まで連絡をお願いいたし

ます。クラス指定ではない基礎科目は各自で履修登録期間中に

ＵＴＡＳで登録してください。

2017.9.26 基礎実験Ａ２について 履修登録画面に表示されていません
A2タームの対象者は９月２６日現在表示されていません。暫くお待ち
ください。

【９月２７日追記】表示されるようになりましたのでご確
認ください。

2017.9.26 英語中級の追加募集について
A2ターム科目の追加募集を第１から第三志望まで教務課の緑の
ボードの登録用紙に記入しました。抽選の結果はいつ頃発表に
なりますか。

１０月１２日（木）16:50までが登録期間ですので、翌週中を目途に
してください。当選した方はＵＴＡＳの履修登録画面に表示される予定
です。

【１０月１６日追記】当選者は履修登録画面に表示される
ようになりましたのでご確認ください。

提出先

申請の手順

2017.9.26 微分積分学②・線形代数学②

２年生の他クラス聴講生です。微分積分学②・線形代数学②は
S2タームで他クラス聴講したクラスと連続したクラスを履修す
ることになりますが、後期課程の専門科目の必修と重なってい
るため別の曜限のクラスを自己の所属する科類の授業で受けよ
うと思っています。履修認定カードの他に教務課での手続が必
要と「２０１７年Aセメスター（A1・A2ターム）履修登録に
ついて」に記載してありましたが具体的にはどのような手続で
すか

青いボードの登録用紙に記載してもらっています。履修認定カードの準
備しかしていない方は教務課３番窓口で記載してください。

【９月２８日追記】ボードに記載した科目の削除は履修登
録訂正期間までには行われますので、遅くとも履修登録訂
正期間中までに重複していた後期課程の科目を入力してく
ださい。

2017.9.25 外国語特修クラス
２年生で平均合格をしていない対象者ですが履修登録画面に表
示されていません。

当初表示されていませんでしたが、９月２５日の夕方に履修登録画面に
表示されるようになりました。該当者で表示されていない学生は教務課
３番窓口まで申し出てください。

平均点合格の条件を満たしているかどうかは成績の原評価（点

数）で各自でよく確認してください。

2017.9.25 英語一列② 他クラス聴講をする場合はどうすればよいか
所定の手続および指定のクラスがありますので右URLの掲示を参照し
てください。

http://www.c.u-

tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/20170923kyouyoueigo.pdf

2017.9.25 英語一列② A2タームに履修するがUTASに表示されていません
A2タームの対象者は９月２５日現在表示されていません。暫くお待ち
ください。

2017.9.26 履修認定カードの提出先について カードの提出先について教えてください
窓口に提出するものとレポートボックスに提出するものに分かれていま
すので右記URLを参照してください。あわせて申請の手順ももう一度
確認してください。

https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/rishu/ninteicardteisyutusaki20170926.pdf
https://zenkyomu.c.u-tokyo.ac.jp/rishu/ninteicard20170926.pdf
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/20170923kyouyoueigo.pdf
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/20170923kyouyoueigo.pdf


2017.9.25 降年者の履修登録
降年したが、未取得の基礎科目はUTASの履修画面に表示され
るのか

降年した学生の未取得の基礎科目はUTASの履修画面に表示されるよう
設定しています。シラバスと照らし合わせ、表示されていない科目があ
る場合は当該科目を教務課窓口にご連絡ください。

2017.9.25
微分積分学②・線形代数学②（要
求科目としての文科生の履修）

こちらの科目はＳ２タームとＡセメスターを通じて開講されま
すが、S2タームで進学選択における要求科目を満たすために微
分積分学①及び線形代数学①の要履修許可科目履修登録を申請
をしましたが微分積分学②及び線形代数学②がまだUTASに表
示されていません

９月２５日現在表示されていません。暫くお待ちください。
【９月２７日追記】表示されるようになりましたのでご確
認ください。

2017.9.25
微分積分学②・線形代数学②（他
クラス履修）

こちらの科目はＳ２タームとＡセメスターを通じて開講されま
すが、S2タームで微分積分学②・線形代数学②の他クラス聴講
の申請をしましたがまだUTASに表示されていません

９月２５日現在表示されていません。暫くお待ちください。
【９月２７日追記】表示されるようになりましたのでご確
認ください。

2017.9.25 微分積分学演習・線形代数学演習
他クラス聴講する際には、他の科類対象の授業を選んでもよい
か

履修の手引き１８Pにありますように自分が所属する科類を対象とする
授業を申請してください。

2017.9.25 持ち出し専門科目
降年したが、取得済みの持ち出し専門科目の単位はどうなるの
か

取得した単位は保持されます。

2017.9.25 身体運動・健康科学実習Ⅱ
降年生ですが、身体運動・健康科学実習ⅠおよびⅡを合わせた
成績が平均合格の水準に達しているのに履修登録画面に表示さ
れています。

当該単位を未取得の学生の履修登録画面には表示されていますが、身体
運動・健康科学実習ⅠおよびⅡを合わせた成績が平均合格の水準に達し
ている学生は再履修しなくてもかまいません。希望者は教務課３番窓口
で削除を受け付けます。なお、平均合格の条件を満たしているか否か
は、成績の原評価をもとに各自で確認してください。

2017.9.25 微分積分学②、線形代数学② 降年生ですが、Aセメスターからの履修は可能ですか。
降年前のS2タームで他クラス聴講の手続を行っていない場合は、履修
することができません。あわせて備考欄の掲示を参照してください。履
修するクラスは降年後のクラスとなります。

http://www.c.u-

tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2017s2_math_retake.pdf

2017.9.25

総合科目　L系列
国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ　外国語初級（演
習）②

文科生は初修外国語として履修するものと同一言語の「〇語初
級（演習）①②」を取得する必要がありますが、「〇語初級
（演習）②」の対象クラスに所属クラスがない場合はどうすれ
ばよいですか。

初修外国語と同じクラス（所属クラス以外を指定されている場合はその
クラス）が対象となっている時間割で履修することができますが、
UTASからは登録できませんので教務課の窓口で申し出てください。

既修外国語・初修外国語を英語以外の言語の組み合わせと
した場合にこのような場合があります。

2017.9.21 後期課程のカリキュラム 進学先学部の必修科目などについて知りたい。
各学部内定者ガイダンスに出席して問い合わせるか、
各学部教務担当窓口へ直接問い合わせてください。

2017.9.20 英語中級抽選登録
降年予定の２年生ですが、英語中級の抽選登録についてどうす
ればよいですか。

抽選登録期間中はクラス指定型は登録できません。全クラス型を登録す
るか、後に発表される（予定の）追加募集を申し込んでください。追加
募集への申請方法については後日掲載される掲示を参照してください。

【９月２１日追記】教務課での降年処理の後に降年した学
生も登録ができるようになっていますが、登録はしないよ
うにしてください。
【９月２５日追記】当選者は履修登録画面に当選した科目
が表示されています。抽選結果表示画面はクローズされて
います。

2017.9.20 英語中級抽選登録
１年生（留年生）ですが抽選対象科目希望登録画面に対象科目
が表示されません。

９月２０日にUTASでお問い合わせのような事象が発生していましたが
解消いたしました。

【追記】A2タームについては9月２１日１０時頃解消しま
した。
【追記２】一部の学生に全クラス型しか表示されない事象
が発生していましたが９月２１日１８時に解消いたしまし
た。

2017.9.20 英語中級抽選登録 全クラス型の登録ができません。
９月２０日に全クラス型が登録できない事象が発生していましたが、解
消いたしました。

【追記】一部の学生について、全クラス型の英語中級が表
示されない事象が発生していましたが、９月２１日１８時
に解消いたしました。

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2017s2_math_retake.pdf
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/zenki/news/kyoumu/2017s2_math_retake.pdf

