
２０２０年度

広域科学専攻

相関基礎科学系

ガイダンス補足説明



Aグループ： 科学技術基礎論（科学史・科学哲学）

Bグループ： 素粒子論・原子核理論

Cグループ： 物性理論・統計力学

D1グループ： 物性物理学・一般物理学（実験系物理）

D2グループ： 分子科学・物質科学（化学）

グループ



正門

教務事務室
15号館107A

相関教務：立木さん アドミニ棟
大学院チーム

現在位置
系長秘書室

16号館605A
森川さん

専攻（系）長の印が必要なときは教務事務室へ行くこと。

事務手続きには時間がかかる。早めの準備を。

事務手続き 事務室

専攻事務室
15号館112

相関庶務：前田さん



カリキュラム履修上の注意



学年暦

4月 1日～3日 学生証交付、履修案内等配布

4月 3日 入・進学者ガイダンス、歓迎会 中止

4月12日 春季入学式（於 両国国技館） 中止

4月 6日 夏学期授業開始

Sセメスター （～7月15日,  定期試験 7月16日～31日）

S1ターム （～5月29日,  定期試験 6月 1日～2日）

S2ターム（6月3日～7月22日,  定期試験 7月27日～31日）

4月6日～5月7日 履修科目登録手続き(S・S1・S2・通年)

8月1日～9月18日 夏季休業

9月25日 冬学期授業開始 (Aセメスター, A1, A2ターム)

10月6日〜19日 履修科目登録手続き(A・A1・A2)

☆授業振替日に注意！



 指導教員の指導のもと、履修科目を決めること。

 手続期間中にUTAS（学務システム/WEB）より履修登録 を行うこと。

Sセメスター・S1ターム・S2タームの開講科目

・・・ Sセメスターの履修科目登録手続期間（4/6～5/7）に登録

Aセメスター・A1ターム・A2タームの開講科目

・・・ Aセメスターの履修科目登録手続期間（10/6～10/19）に登録

集中講義 ・・・ 開講セメスターの履修科目登録手続期間に登録

 学位論文指導科目(実験・ゼミ)や必修科目(相関演習I,II)も履修登録を行うこと。

 登録完了後、UTAS から登録科目がわかる控えを出力し、指導教員に提出すること。

 集中講義も含め履修科目登録手続期間以外の登録、修正は一切受け付けられない。

 UTAS（学務システム）へのアクセス方法、利用方法：

履修案内 p.4～5、 (6) UTokyo Accountについて、 (7) UTASについて、の項を見よ。

履修科目登録の方法 （履修案内 p.4-5）



修士課程カリキュラム

修士課程修了要件

• 30単位以上を修得すること。

• 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。

標準修業年限は2年。

30単位のうち16単位以上は相関基礎科学系の科目であること。

指導教員の承認を得て、他の専攻、研究科、学部の科目を履修し、単位

とすることができるが、学部科目に関しては8単位まで。

博士課程のみの科目は修得できない。



修士課程 履修科目

１）相関基礎科学特殊研究Ⅰ～ Ⅳ（２単位×４＝ ８単位、必修）

修士論文作成に伴う研究・実験。指導教員が認定。

２）相関基礎科学特殊演習Ⅰ～ Ⅳ（２単位×４＝ ８単位、必修）

通常、研究室セミナーとして実施される。指導教員が認定。

B,C,D1,D2グループのみ開講、Aグループでは開講されない。

３）相関基礎科学演習Ⅰ,Ⅱ（２単位×２＝ ４単位、必修）

Ⅱ : 修士2年次に修士論文研究の中間報告、口頭発表。

Ⅰ : 修士1年次に４回以上の出席。

Ⅱ の履修要件：特殊研究 ⅠとⅡを履修していること（早期修了を除く）。

４）講義科目 (１０単位 、 Ａグループは１８単位)

１講義２単位。本学卒業生は、統合自然科との学部合併講義を履修できない。

講義名等が同一でも、内容が異なれば認められることがある。



「相関基礎科学特殊研究」および「相関基礎科学特殊演習」

●修士生の必修科目のうち、「相関基礎科学特殊研究」および「相関基礎科学特殊

演習」は、それぞれ、セメスターごとにⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,という番号順に履修していくことに

なります。

（注）「相関基礎科学特殊研究Ⅰ～Ⅳ」および「相関基礎科学特殊演習Ｉ～Ⅳ」の計

８科目は１つのセメスターに全部まとめて履修することはできません。１つのセメス

ターに「相関基礎科学特殊研究」および「相関基礎科学特殊演習」を１つずつ履修

登録してください。



相関基礎科学演習Ⅰの単位認定

必修。２単位。

 SからAへ、２セメスターにわたり開講。

Sセメスターに10回ほど、Aセメスターに4回ほど実施される。

原則として修士１年次に、

春入学者はSセメスター・Aセメスターの順に、

秋入学者はAセメスター・Sセメスターの順に、 履修する。

 ４回以上の出席を単位認定の要件とする。

当日配布される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。

日程は掲示板に掲示される「相関基礎科学演習Ⅱ日程」を参照。

時々、変更があるので注意。

今年度の第1回は、5月11日（月）15：00 から



相関基礎科学演習Ⅰ・Ⅱの履修登録

相関基礎科学演習Ⅰ（春入学の場合）

 1年次に S、A の順で２セメスターにわたり受講する。

 Aセメスターで履修登録する。

 Sセメスターでの履修登録は不要。でも授業は行われる。

相関基礎科学演習Ⅱ

 自分の発表のあるセメスターで履修登録する。

 発表の順番、日時は前もって掲示等で知らされる。

 発表に合格すると成績と単位がつくが、修士論文が合格したとき

に最終的に単位が確定する。



博士課程カリキュラム

博士課程修了要件

• 20単位以上を修得すること。

• 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。

標準修業年限は3年。

修士課程で30を超えて履修した単位のうち8単位まで、指導教員の

承認を得て、 博士課程の単位とすることができる。

他系、専攻、研究科の科目の履修

指導教員の承認を得て履修し単位に加えることができる。

修士課程のみの科目は修得できない。



博士課程 履修科目

１）相関基礎科学特別研究Ⅰ～ III （4単位×3＝ 12単位、必修、通年）

博士論文作成に伴う研究・実験。指導教員が認定。

２）相関基礎科学特別演習Ⅰ～ III （２単位×3＝ 6単位、必修、通年）

通常、研究室セミナーとして実施される。指導教員が認定。

B,C,D1,D2グループのみ開講、Aグループでは開講されない。

3） 講義科目 ２単位 、 Ａグループは８単位

１講義２単位。本学卒業生は、統合自然科との学部合併講義を履修できない。

講義名等が同一でも、内容が異なれば認められることがある。



早期修了

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：

(1) 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、

(2) 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。

●長期履修制度もあります。（有職者、出産、育児、介護、障害）



試験等における不正行為、および盗用、剽窃、データの捏造な

ど論文等の作成における学問的倫理に反する行為があった場

合、研究科はその学生に対し、当該単位を不合格にするだけで

なく、教育会議の議を経て研究科長の命により、それまで取得し

た単位の一部またはすべてを取消す措置を採ることができる。

また悪質と判断された者は、教育会議の議を経て「東京大学学

生懲戒処分規程」に基づく処分対象としうる。

学問と知の倫理

平成２２年１０月１日 総合文化研究科申し合わせより抜粋



研究倫理の保持と厳正な学位審査について（総長訓辞）
平成22年３月５日

このたび、学位請求論文に係る重大な不正行為の存在が判明したことにより、
博士の学位授与の取消しを行うという、前例のない事態が生じました。日本の博
士人材育成にとって重要な役割・責任を果たすべき東京大学において、このよう
な問題が発生したことは極めて遺憾であります。
今回認定された不正行為は盗用であり、当該論文全体に広く存するなど、その

態様は悪質です。改めて言うまでもなく、他者の論文や研究業績等を無断で使用
し、さらには、それを自らの研究業績のように装うことは絶対にあってはなりま
せん。知の拠点である大学の学術研究の担い手には、高度な倫理性が求められる
のであり、不正行為は断じて許されないことです。

学生諸君、とりわけ博士課程の大学院学生は、自立した研究者の証である博士号

の重みに思いを致して下さい。研究倫理を遵守した論文作成の過程こそが、諸君を鍛

え、学問の蘊奥に導くのです。

研究倫理の保持

不正があってはならないことは、学位論文のみならず授業のレポート等でも同じ。

詳細は、http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_220305_j.html



正門横

16号館
1 階廊下

現在位置

14号館3階
Aグループ

掲示板

アドミニ棟
1 階

専攻事務室前



連絡用メールアドレス登録のお願い！！

 大学院からの重要な連絡を迅速に届けるため。

 頻繁にチェックし、添付ファイルを見ることができる

スマホ か PC のアドレス。

 氏名、研究室名、学年、アドレスを書いたメールを 下記に

送る。(相関基礎科学系 系長秘書のアドレス)

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

あるいは、資料にあるQRコードより。

 内部からの博士進学者も改めて登録されたし



安否確認メールアドレス登録のお願い！！

 UTASにメールアドレスを登録してください。

 地震発生などの際に、富士通の安否確認システムを用い

て、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部から電子

メールが送られ、安否確認用のURLが伝えられます。

 URLをクリックすることで安否状況を登録することができま

す。



TA関連の手続き

対象科目：
教養学部前期課程 基礎科目・基礎実験

相関基礎科学系 講義科目, 特殊研究・演習Ⅰ～ Ⅳ

Teaching Assistant(TA)制度

支給額単価：
博士課程 1,500円
修士課程 1,300円
例)セメスター開講科目(13回), 基礎実験の補助

(実験補助・試問, レポート問題作成・採点)
71~84時間,  約100,000円

指導教員, 授業・基礎実験担当者等に問い合わせのこと


