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相関基礎科学系学生関連委員教員 
 

 系長       加藤 雄介      
  副系長        平岡 秀一 
 系教務主任    岡本 拓司 
系教務副主任    福島 孝治 

 教務委員(A ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 鈴木  貴之 
 教務委員(B ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 菊川 芳夫 
  教務委員(C ｸﾞﾙｰﾌﾟ)  堀田 知佐 
 教務委員(D1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ)  鳥井 寿夫 
 教務委員(D2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ)  内田 さやか 
 学生委員(就職担当)  内田 さやか  
 図書委員       長谷川宗良 
 



入・進学者ガイダンス　中止

修士課程入学試験（筆記）

修士課程入学試験（口述）

秋季学位記授与式

秋季入学式

　　１１月　６日（金）～１１月１２日（木） 博士論文題目届提出期間

　　　１月上旬～２月上旬＊ 博士論文発表審査会

　　　１月下旬～２月上旬＊ 修士論文発表審査会
博士後期課程進学試験（内部生）
博士後期課程入学試験（外部生）

春季学位記授与式

【祝休日等利用日（授業実施）】
　　 ４月２９日（水・祝）、５月６日（水・祝）、７月１１日（土）

　　　９月２４日（木）

修士論文提出期間

　　　１月１８日（月）～　１月２７日（水） Ａセメスター定期試験（予備日：２月４日（木））

　　　１月２５日（月）～　１月２７日（水） Ａ２ターム定期試験（予備日：２月４日（木））

冬季休業開始【～１月３日（日）】

　　　１月　６日（水）～　１月１４日（木）

　　　１月３０日（土）

　　　７月１６日（木）～　７月３１日（金）

春季休業開始【～３月３１日（水）】

Ａ１ターム定期試験

Ａ２ターム授業開始【～１月２２日（金）】

博士論文提出期間

修士論文題目届提出期間

　　１２月２６日（土）

Ｓセメスター定期試験（予備日：７月３１日（金））

　　　８月　１日（土）

Ａセメスター授業開始【～１月１４日（木）】

　　　６月　３日（水）　 Ｓ２ターム授業開始【～７月２２日（水）】

　　　６月　１日（月）～　６月　２日（火） Ｓ１ターム定期試験

履修科目登録手続期間（Sｾﾒｽﾀｰ・S1ﾀｰﾑ・S2ﾀｰﾑ・通年）

春季入学式　（於　両国国技館）　中止　　　４月１２日（日）

　　　１月　７日（木）は、木曜日の授業を行わず、月曜日の授業を行う。

　　　３月２２日（月）

【授業振替日】

　　　＊印は日程が決定次第、掲示等により関係者に周知する。

Ｓ２ターム定期試験（予備日：７月３１日（金））

　　１１月３０日（月）～１２月　７日（月）

　　　９月２５日（金） Ａ１ターム授業開始【～１１月１７日（火）】

履修科目登録手続期間（Aｾﾒｽﾀｰ・A1ﾀｰﾑ・A2ﾀｰﾑ）

夏季休業開始【～９月１８日（金）】

　　１０月　６日（火）～１０月１９日（月）

　　１１月１８日（水）　

　　１１月３０日（月）～１２月　７日（月）

　　１１月１９日（木）　

　　　７月２７日（月）～　７月３１日（金）

　　　９月２５日（金）

　　　９月１８日（金）

　　　８月１９日（水）

　　　８月２８日（金）～　８月３０日（日）

2020年度　広域科学専攻 相関基礎科学系　学年暦

　　　４月　１日（水）～　４月　３日（金）

　　　４月　３日（金）

　　　４月　６日（月）～　５月　７日（木）

学生証交付、大学院便覧・履修案内配付期間

　　　４月　６日（月）　 Ｓセメスター授業開始【～７月１５日（水）】

　　　４月　６日（月） Ｓ１ターム授業開始【～５月２９日（金）】

kyomu-nuc
テキストボックス
 1



１限（8：30～10：15） ２限（10：25～12：10） ３限（13：00～14：45） ４限（14：55～16：40） ５限（16：50～18：35） ６限（18：45～20：30）

0154S　　　　　　〔14-710〕 0011S              　〔14-308〕

0094S          　〔14-710〕 1141S　　     　〔14-308〕 0021S              　〔14-308〕 0072S　　　　　〔14-308〕

0065S　　　 　　〔14-308〕

0124S　　　　　　〔14-708〕 0145S            〔8-323〕

・「科学史Ⅱ」は科学技術インタープリター養成プログラム「科学技術コミュニケーション演習」、IHSプログラム「多文化共生・統合人間学演習VI」との合併講義である。
・「科学技術基礎論 III」は人間の安全保障プログラム「人間の安全保障演習Ⅴ」、科学技術インタープリター養成プログラム「科学技術コミュニケーション演習II」、
IHSプログラム「統合人間学演習VI」との合併講義である。
・「相関基礎科学特殊講義Ⅱ」は学際科学科「科学技術史特論I 」との合併講義である。

相関基礎科学系（ Ａグループ ）

火 科学史Ⅰ

※今後、状況により変更することがあります。UTASのシラバスを確認のこと。

科学技術基礎論Ⅱ

相関基礎科学演習Ⅰ・Ⅱ

1310S・1320S     　　    　　                　　〔16-827〕

科学史Ⅱ

岡本　拓司藤川　直也 古川　安

相関基礎科学特殊講義Ⅱ

科学技術基礎論Ⅲ

石原　孝二 廣野　喜幸

橋本　毅彦

科学技術思想Ⅲ

2020年度　Ｓセメスター　授業時間割

月

ジョン・オデイ

・時間割番号（左上の数字）は、修士31M283-XXXXX、博士31D283-XXXXXとなる。

・「科学技術基礎論 Ⅱ」は超域科学専攻「マルチメディア解析」との合併講義である。

鈴木　貴之

金

水

科学技術思想Ⅱ木

三村　太郎

科学哲学Ⅳ

科学哲学Ⅰ
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１限（8：30～10：15） ２限（10：25～12：10） ３限（13：00～14：45） ４限（14：55～16：40） ５限（16：50～18：35）

0210S　　　　　　　　　〔16-827〕 1920S　　　　　　　　　〔16-827〕

0550S　　　　　　　　　〔16-827〕 0380S　　　　　　　　　〔16-827〕

1460S　　　　　　　　　〔16-119〕 0300S　　　　　　　　　〔16-827〕

0480S　　　　　　　　　〔16-827〕 0210S　　　　　　　　　〔16-827〕

0540S　　　　　　　　　〔16-827〕  0330S                 〔16-119〕 0960S　　　　　　　　〔16-109〕   

・「量子力学ＧⅠ」は統合自然科学科「量子力学Ⅱ」との合併講義である。なお、本講義は博士課程には開講されない。

　
・「量子物理学」は統合自然科学科「量子力学特論」との合併講義である。

2020年度　Ｓセメスター　授業時間割

※今後、状況により変更することがあります。UTASのシラバスを確認のこと。

相関基礎科学系（ Ｂ，Ｃ，Ｄ１，Ｄ２グループ ）

月

1310S・1320S     　　    　　                　  　  　　　　　〔16-827〕

場の量子論 I
(S1ターム）

生命の物理学特論Ⅱ
相関基礎科学演習Ⅰ・Ⅱ

大川　祐司 若本　祐一

火

0850S　　  　  　　　　　　　  　　　　    　　　　　　　       　〔16-827〕

分子動力学Ⅱ 凝縮系の物性 II 環境安全学(4月集中）

Woodward Jonathan Ａセメスターに延期　上野　和紀 野口　徹

水
情報と計算の物理特論 統計力学特論

福島　孝治 石原　秀至

木

0850S　　  　  　　　　　　　  　　　　    　　　　　　　       　〔16-827〕

分子科学基礎論
場の量子論 I
(S1ターム）

環境安全学(4月集中）

羽馬  哲也・宮島 謙 大川　祐司 野口　徹

金 分子動力学 I 量子物理学 量子力学ＧⅠ

長谷川  宗良・青木　優 清水　明 加藤　光裕

・「情報と計算の物理特論」は統合自然科学科「情報と計算の物理」との合併講義である。

　基礎科学科、統合自然科学科で単位を既に修得している学生は、これらの科目を聴講しても大学院の単位としては認定されない。

・時間割番号（左上の数字）は、修士31M283－×××××、博士３１Ｄ２８３－×××××となる。



広域科学専攻相関基礎科学系カリキュラム履修上の注意 

平成２８年度以降入進学者に適用 

（修士課程） 

１．修士課程修了要件 

  ・３０単位以上（内，系の科目１６単位以上）を修得すること． 

  ・必要な研究指導を受け，修士論文審査および最終試験に合格すること． 

 

２．専攻（系）科目の履修 

  １）講義科目（２単位） 

なお，教養学部統合自然科学科との学部合併講義については，本学卒業生は再履修できない． 

ただし，学部在籍時に履修した時とは異なる講義内容で開講されている場合を除く． 

 

  ２）相関基礎科学特殊研究 I~IV（２単位×４） 必修 

   ・修士論文作成に伴う研究と実験． 

 

  ３）相関基礎科学特殊演習 I~IV（２単位×４） 

   ・修士論文作成に伴う演習．通常，研究室セミナーとして実施される． 

    なお，指導教員が科学技術基礎論大講座（Aグループ）に所属する場合は履修する必要はない． 

 

  ４）相関基礎科学演習 I・II（２単位×２） 必修 

   ・修士課程における研究の経過や結果を口頭発表する． 

   ・Iは，原則として修士 1年次に，４回以上の出席によって履修する． 

   ・IIは口頭発表によって履修する． 

・II の履修のためには，特段の事情＊が無い限り，相関基礎科学特殊研究 I・II を既に履修してい

ることが必要である． 

     ＊修士課程の早期修了を希望する場合． 

 

３．他専攻（系）・他研究科・博士課程教育リーディングプログラムおよび学部科目の履修 

   ・指導教員の承認を得て履修し，修士課程の単位に加えることができる． 

ただし，学部後期課程の科目は８単位を限度とする． 

 

４．早期修了 

下記の基準を満たすような格段に優秀な学生に対しては１年半の早期修了を認めることがある．希望

する学生は，指導教員と相談した上で，春入学生の場合は入学した年度の３月末日まで，秋入学生の

場合は入学した次の年度の９月末日までに１５号館教務事務まで申し出ること． 

修士論文早期修了の判定基準： 

修士論文の評価および学業成績が，本系の過去の２年修了の学生を母集団とする統計分布の中で

上位１％以内となる，もしくは，修士論文が，博士論文の一部となり得るような質の高さをもつ

こと． 

 

 

（博士課程） 

 １．博士課程修了要件 

   ・２０単位以上を修得すること。 

   ・必要な研究指導を受け、博士論文審査および最終試験に合格すること。 
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 ２．専攻（系）科目の履修 

   １）広域科学特別研究Ⅰ～Ⅲ（Ｓ・Ａ各２単位×３）    必修 

   ２）広域科学特別演習Ⅰ～Ⅲ（Ｓ・Ａ各１単位×３）  

     なお、科学技術基礎論大講座（Aグループ）では開講しない。 

 

 ３．他専攻（系）・他研究科および博士課程教育リーディングプログラム科目の履修 

   ・指導教員の承認を得て履修し、博士課程の単位に加えることができる。 

 

 ４．修士課程の超過修得単位（３０単位を越えて修得した単位）の振り替え 

   ・指導教員の許可を得て，８単位までを博士課程の単位として振り替えることができる。 



講義名（Ｓ・Ａ） 内　　　　　　　　　　容 2020年度担当教員

場の量子論Ⅰ（Ｓ1） 場の量子論の基礎 大川　祐司

量子力学ＧⅡ*（Ａ）
（量子力学Ⅲ）

第２量子化、散乱問題等のより進んだ量子力学 加藤　雄介

繰り込み理論（Ａ） 特異摂動や平衡系の臨界現象について，繰り込みによる解析を紹介する 国場　敦夫

凝縮系の物性Ⅰ*（Ａ）
（物性物理学Ⅱ）

固体電子物性（バンド物理から半導体物理入門まで）
※学部で物性物理を履修したことのない人は、統合自然科学科の物性物理学Ⅰ（Ｓ）・
凝縮系物理学（Ｓ）・物質の電磁気学（Ｓ）の履修の可能性を指導教員と相談すること。

前田　京剛

分子科学基礎論（Ｓ） 分子科学の基礎 羽馬哲也・宮島謙　

物質機能解析学Ⅰ*（Ａ）
（物質基礎科学特論Ⅲ）

物質の電子状態、物性・機能の解析法 平岡秀一・角野浩史

2020年度相関基礎科学系のコアカリキュラム

相関基礎科学系では，以下の科目をコアカリキュラムとして設定している。コアカリキュラムとは，本系の基本的な授業科目であり，学生にできるだ
け広く修得してもらいたいと考えて設けているものである。

＊は統合自然科学科との合併講義として開講したもので，カッコ内に統合自然科学科のカリキュラムにおける講義名を示す。学部生として該当す
る統合自然科学科や基礎科学科の講義を履修した場合には，大学院の単位とはならない。

kyomu-nuc
テキストボックス
 4



相関基礎科学演習Ⅰ・Ⅱ実施要項 

                            相関基礎科学系 

                                                                

開始時期 ５月中旬 

 

時間 月曜日１５：００～１７：４０（その日に予定された発表が終われば終了する。） 

 

人数 各回の発表者は原則として４人。日程・順番は予め掲示する。 

 

内容 修士２年の学生が、自分の研究内容について発表し、質問に答える。 

   １人当たりの時間４０分（発表２５分＋質疑応答１５分）。 

 

発表題目 発表学生は、発表題目を当日の２週間前までに、相関基礎科学系教務事務室に

電子ファイルにより送付する。 

 

要旨 発表学生は、発表の前々週の金曜日１７時までに、要旨（A４版２ページ）を相関 

基礎科学系教務事務室に電子ファイル（PDF）により送付する。 

 

単位認定と履修登録 

 相関基礎科学演習Ⅰ（２単位） 

出席による。原則として修士１年次に修得するものとし、春入学者はＳセメスター・

Ａセメスターに、秋入学者はＡセメスター・Ｓセメスターに４回以上の出席を要件と

する。出席学生は、出席票のコメント欄にコメントを記入し、各発表者の発表後に、

司会者（発表者の指導教員）に渡す。その日の全発表者に関して、コメントを記入し

た出席票を提出した学生にのみ、出席点が与えられる。 

出席票は、当日配布される。 

相関基礎科学演習Ⅰの履修登録は、1年次の 2番目のセメスターにのみ、すなわち通

常は春入学者はＡセメスターにのみ、秋入学者はＳセメスターにのみ行う。 

1番目のセメスターでは登録は行わないが、授業は行われるので注意して欲しい。 

 

 相関基礎科学演習Ⅱ（２単位） 

口頭発表による。 

春入学者の発表は、５月以降Ｓセメスター・Ａセメスターに順次行う。秋入学者の発

表は、原則として、Ａセメスターに４月入学者の年度発表スケジュールの最終回に行

うか、あるいは翌年度Ｓセメスターに年度発表スケジュール最初の回に行う。 

発表に対する評価の観点は以下の通り。 

① 自分が取り組もうとしている研究テーマの背景および意義を理解しているか。 

② 自分が取り組もうとしている研究テーマについて専門外の人が理解できるように

説明できるか。 

ただし、修士論文が不可と判定された場合は相関基礎科学演習Ⅱの単位は取り消され、

再履修を要する。 

相関基礎科学演習Ⅱの履修登録は、2年次の自分の発表のあるセメスターでのみ行う。

発表の日時等は掲示板等で周知されるので個々で確認すること。 
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ガイダンス 2020

環境安全について

総合文化研究科等環境安全管理室

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/faculty/committees/is/index.html 

1

• 毎年300件程度の報告

• 被災者のいる事故は150〜200件

そのうち４割くらいが学生・院生の事故

東京大学おける事故・災害

事故の種類

実験中の怪我（火傷、薬傷、切り傷）

薬品漏洩、ガス漏洩

転倒、交通事故、飲酒（救急搬送）

2

実験研究における基本的注意事項

・ 事前調査（原理，器具，薬品の危険性，手順，廃棄法）

・ 実験計画（手順書）の作成、指導教員と安全性のチェック

・ 身支度

消火器具 非常シャワ 避難経路の確認

3

・ 消火器具，非常シャワー，避難経路の確認

・ 実験終了時

器具の洗浄・収納，薬品の収納，廃棄物の処理

薬品の危険性情報

事前に必ず安全データシート〔ＳＤＳ; Safety Data Sheet〕を参照

する。（最新の日付の情報を見ること）

SDSの内容

１．製品及び会社情報 ９．物理的化学的性質

２ 組成 成分情報 １０ 安定性及び反応性

4

２．組成，成分情報 １０．安定性及び反応性

３．危険有害性の要約 １１．有害性情報

４．応急措置 １２．環境影響情報

５．火災時の措置 １３．廃棄上の注意

６．漏出時の措置 １４．輸送上の注意

７．取扱い及び保管上の注意 １５．適用法令

８．暴露防止及び保護措置 １６．その他の情報

服装，保護具

◆白衣・作業着を着用 (化繊の白衣は燃えやすい)

◆履き物 動きやすい靴

できれば革靴 (薬液が浸透しないもの)
ヒ の高い靴 サンダ 下駄は禁止

5

ヒールの高い靴，サンダル，下駄は禁止

◆長い髪は束ね，ブレスレットやネックレスなど実験
に不要な装飾品は外す．

◆保護具
保護めがね（必須）
保護手袋 (使用する薬品に耐性のある素材のもの)

保護めがね

◆ オーバーグラス型
通常のメガネを使用していても、
その上から着用できるタイプ

6

◆ ゴーグル型
眼を完全に覆うタイプのものであり、
気密性の高いものでは、蒸気やガス
にも対応できる。
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万一事故が起こったとき

１．薬品を皮膚につけた場合は，直ちに大量の水道水で洗う．

２．薬品を口に吸い込んだ場合は，直ちに水道水で繰り返し口の
中をすすぐ．

３ やけどをした場合は 水道水を患部にかけ続け

7

３．やけどをした場合は，水道水を患部にかけ続け，
やけどによる痛み，しびれを感じなくなるまで十分冷やす．
氷は冷えすぎるので不可．

４．ガラスで手や指などを切った場合，傷口を水道水でよく洗う．
ガラス片が傷口に残っていないことをよく確認する．
そのあと，止血や消毒処置をする．

万一事故が起こったとき（２）

着衣に火がついた場合や大量の薬品を浴
びてしまったときは，各階のトイレにある非
常シャワーの下でひもをひき，大量の水を
浴びる。

8

実験中に出火したとき

・大声で火事を周囲に知らせる

・可能ならば初期消火を試みる

濡れ雑巾 水 消化器 消火砂 消火栓

万一事故が起こったとき（3）

9

濡れ雑巾、水、消化器、消火砂、消火栓

・初期消火が無理ならば、逃げて119通報する

（自力で消火できた場合でも必ず消防への通報すること）

ガス警報が鳴ったとき

・原則として直ちに部屋から避難する

緊急連絡先

警備室（正門）

保健センター駒場支所
03-5454-6831  

10

部局環境安全管理室 101号館
03-5454-4408, 080-3021-0397

kankyo-anzen@adm.c.u-tokyo.ac.jp

03-5454-6666  

実験廃棄物

実験廃棄物や廃液は、指導教員の指示に従って指定

された容器に捨てる。（むやみに流しに捨てない！処理の

仕方がわからない時は、とりあえず安全な容器で保管する）

分別 収された実験廃棄物は 本郷 環境安全 究

11

分別回収された実験廃棄物は、本郷の環境安全研究

センターに運ばれ外部委託処理される。外部委託に

際して法的責任が発生するため、厳密な分別回収が

求められている。

http://www.esc.u-tokyo.ac.jp/

各種安全教育

■研究室内での安全教育

■部局内
・ 高圧ガス保安講習会（低温講習会）（5月頃）
・ 放射線取扱者全学講習会・部局講習会（4月下旬〜）
・ 駒場地区救命講習会（CPR, AED使用法、11月頃）

■■環境安全本部主催
・ 化学物質・高圧ガス・UTCRIS取り扱い等講習会（6月頃）
・ 機器等取扱及び点検講習会（7月頃）
（遠心機、オートクレーブ、ドラフトチャンバー、エックス線装置等）

■環境安全研究センター
・ 環境安全講習会（廃液排出に必要） (駒Ⅰでは 4/14日 15時~）

■大学院講義「環境安全学」（環境安全講習会を含む）(4/7〜)
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大学院集中講義 「環境安全学」 （夏学期 2 単位）  主担当 野口 徹（環境安全管理室） 

 

開講 広域科学専攻相関基礎科学系  対象学年 Ｍ1（M2/D1/D2/D3）実験系の大学院生 

成績評価方法  授業への出席、レポート    

授業の目標  科学研究を進めるにあたって、環境、健康、および安全への配慮が不可欠である。

これらの問題について、実際的な注意を交えて包括的に学ぶ。大学内のみならず社会に出てか

らも役立つ知識の習得を目指す。「環境安全講習会」を含み、センター講習修了証を取得するこ

とができる。（センター講習修了証がないと実験系廃液を排出することができません．） 

 

授業概要とスケジュール 
４月７日 (火) ４，５ 限 （16-827）   講義の概要と進め方について（野口徹 10 分）  

 ■ 大学における各種事故例と対策（野口徹 ） 

（講義が 4/7 から WEB 授業になる可能性がありますので、最新情報についてはシラバスを 

確認してください。質問があれば cnoguch@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp へ。） 

４月９日 (木) ４，５ 限 （16-827） 

■ 各種事故例と化学物質等の危険性と安全な取り扱い（野口徹 ） 

 

４月１４日 (火) ４，５ 限 （18 号館一階ホール，15:00〜18:30）  

 ■ 環境安全講習会（環境安全研究センター 角野先生、講義２コマ分＋テスト） 

 〔テストに合格し、後日、環境安全研究センター見学に行くことによって、センター講習 

 修了証を取得することができる．なお，センター講習修了証の取得は単位取得の必須条件 

 とはしないが、テストの成績を評価の一部とします．講習受講のためには別紙申請書の 

 提出が必要です。4 月 7 日(火)の４限時までに野口に提出してください。〕 

４月１６日 (木) ４，５ 限 （16-827）  

 ■ 放射線の科学と安全（鳥居寛之，理学系・化学専攻 准教授） 

鳥居先生は、丸善出版「放射線を科学的に理解する ― 基礎からわかる東大教養の講義」の 

著者のお一人です。 

 

４月２１日 (火) ４，５ 限 （WEB 授業） 

■ 大学や法人組織の安全管理体制と関連法令（野口徹 ） 

４月２３日 (木) ４，５ 限 （WEB 授業）  

■ 化学物質等リスクアセスメントについて 

■ 環境・安全と安心の社会的・科学的位置づけ（野口徹 ） 

 

４月 30 日 (木) ４限 （WEB 授業） 

■ 研究活動と健康管理（山本健也 産業医 ） 

 

 



 

   ☆駒１キャンパス 環境安全講習会 

 

 開催日時 令和２年４月１４日（火）15：00 ～ 

    会  場 １８号館１階ホール（駒場Ⅰキャンパス） 

        （14:45 から15:00までにホール入口で受付を済ませてください。） 

 

    申込期限 令和２年４月７日（火）１５時厳守 

    申込方法 別紙申込書に記入の上、「環境安全学」の授業中に提出してください。 

         「環境安全学」を受講しない方は、直接アドミニ棟２階の施設係まで 

          持参願います。 

                     指導教員の押印が必要です。 

 

   （諸注意） 

    ・当日はマークシートによる試験を行いますので、鉛筆と消しゴムを 

   持参してください。 

    ・遅刻限度は開始後３０分まで、以降は受講を認めません。 

    ・受講申し込みをせずに、当日講習会場に来ても受講は出来ません。 

  

 



環 境 安 全 講 習 会 申 込 書

東京大学大学院総合文化研究科長　　　殿

15:00から18号館1Fホールにて開催される環境安全研究センター主催の

「環境安全講習会」を受講したいので下記のとおり申し込みます。

ﾌﾘｶﾞﾅ

漢字 印

学部・学科等
専攻・系・

学科
研究室

所 在 地*

Eメール
アドレス

内　線

職
名

氏
名

印

希望テキスト言語

指

導

共通ＩＤ (10桁番号)(必須)

  環境安全指針（2分冊）は不要 □ （左欄にチェックした方は「環境安全指針（２分冊）」
　　　　　　　　　　　　　最新版を１人につき１セットを持参すること。受付でチェックします。）

生年月日
年（西暦）

氏
　
名

連
絡
先

月

令和2年4月１４日の

職
名
等

令和 ２年　 　月　　　日

受

講

者

日

日本語版 □　／英語版 □

学部・学科等
専攻・系・

学科
研究室

電　　　話 内　線

導

教

員

*  原則、所属研究室の号館名・部屋番号を記入のこと。修了証取得時の送付先になります。自
宅等、学外へは送付しません。 学内便の届く範囲でお願いします。

申込締切　令和２年４月７日（火）１５時厳守

　　　　申込方法　　　この申込書に記入の上、「環境安全学」の授業中に提出するか、
　　　　　　　　　　　　または、直接アドミニ棟２階の施設係まで持参願います。

　
                     指導教員の押印が必要です。



大学院生関係掲示板について 

 

広域科学専攻相関基礎科学系所属の大学院生に関係する掲示板は、以下の通りです。 

 

（１）正門横掲示板：総合文化研究科の正規の掲示板 

教務課総合文化大学院係からの通知。 

 授業関連（休講、教室変更など）、学位論文関係、入試関係、修了関係の通知。 

 一般の奨学金関係の通知。 

日本学生支援機構奨学金・授業料免除関係の通知（学生支援課からの掲示）。 

系からの通知の一部も、総合文化大学院係経由で掲示。 

本キャンパスで行われるセミナーの案内も、総合文化大学院係に届けられたものは掲示。 

 

（２）アドミニストレーション棟１階掲示板 

一般の奨学金関係の通知（教務課総合文化大学院係からの掲示）。 

   日本学生支援機構奨学金・授業料免除関係の通知（学生支援課からの掲示）。 

   他研究科や全学の横断プログラム関連、他研究科の授業・シンポジウム関連の通知。 

 

（３）１６号館１階廊下西側掲示板 

Ａ．広域科学専攻区分－左端：広域科学専攻共通の通知用。 

停電通知、建物運営委員会からの通知など。 

Ｂ．相関基礎科学系区分－右端：相関基礎科学系教務関係の正規の通知用。 

相関基礎科学系長、同教務主任、同教務委員会からの通知。 

授業関連（休講、教室変更など）、学位論文関係の通知。 

日本学生支援機構奨学金・授業料免除関係の通知（学生支援課－１５号館系教務窓口経由）。 

正門横掲示板の掲示の一部（総合文化大学院係－１５号館系教務窓口経由）。 

 

（４）１４号館３階掲示板（科史・科哲事務室前） 

科学技術基礎論大講座からの通知を掲示。 

 

（５）１６号館１階廊下東側掲示板 

Ａ．理学系・工学系院生向け。 

理学系研究科（主に物理・化学専攻経由）・工学系研究科からの通知。 

Ｂ．就職関連情報。 

国家公務員試験関係、インターンシップ関係、求人票、チラシ・ポスター。 

 

（６）放射線関係掲示板（専攻事務室前） 

ＲＩ関係の通知。 

 

（７）公募用掲示板（専攻事務室ドア横） 

種々の公募情報。 
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重 要 
 

 

 

連絡用メールアドレス登録のお願い 
 

相関基礎科学系 進・入学生の皆さん 

※相関修士課程から博士課程への内部進学の方も含みます 

 

相関基礎科学系系長 加藤 雄介 

 

相関基礎科学系からの重要な連絡を院生の皆さんに迅速に届けるために、メールア

ドレスの登録をお願いします。 

 

下の QR コードを読み取って、至急登録したいメールアドレスからメールを送るか、

下記のメールアドレス宛に必要事項を入力して送って下さい。 

4 月 3日までに登録がない場合は研究室指導教員を通じて連絡をいたします。 

 

後日、登録アドレスを変更したいときは、下記の宛先にメールで連絡してください。 

 

宛先：sec_keishu@maildbs.c.u-tokyo.ac.jp 

（相関基礎科学系系長秘書宛） 

 

必要事項： ・氏名 

      ・研究室名 

      ・学年 

      ・メールアドレス         修士新入生用  博士新入生用 

       送信するメールアドレス以外の 

アドレスを登録したい場合のみ 

 

 

○頻繁にチェックしている、かつ添付ファイルを受信することができるスマートフォンか

パソコンのアドレスを登録すること。  

※キャリアメールのアドレスはＮＧ 

※東大ドメインのアドレスを登録したい人は、取得後にアドレス変更連絡をしてください 

○件名は「2020 年度 M1（あるいは D1）メールアドレス登録」とすること。 

 QR コードを使う場合は、自動で入力される件名を変更しないこと。 

○メーリングリストが出来次第、系長秘書からテストメールが届きますので、返信をお願い

いたします。4月には配信を始めることができるよう、速やかな登録にご協力ください。 

○自動転送は利用しないでください。トラブルの原因になります。 
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別途説明

自然科学図書室

科学技術インタープリター養成
プログラム

　

広域科学専攻の学生の所属図書館（ホームライブラリ）は、自然科学図書室です。
各種図書館サービスは16号館2階の図書室カウンターで受け付けます。
エントランスカードを使えば24時間図書室に入退室できます。

URL　http://scilib.c.u-tokyo.ac.jp/

科学技術（専門知）と社会をつなぐ人材を養成する、東京大学の大学院生向けの副専攻プログラムで
す。科学技術コミュニケーションに関わる多様な授業を用意しています。他分野の学生と交流を持つこと
ができるのも魅力です。※今期の募集の詳細は、リーフレットを参照

URL　http://science-interpreter.c.u-tokyo.ac.jp/

kyomu-nuc
テキストボックス
 10


