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問い合わせ：リベラルアーツ研究教育院文系教養科目事務
大岡山キャンパス西9号館2階204

For inquiries: Office of Humanities and Social Science Courses
Ookayama Campus, West Bldg. 9, 2nd Floor, Room 204

bunkei@jim.titech.ac.jp

2

mailto:bunkei@jim.titech.ac.jp


眞嶋俊造（専門：科学技術倫理）
Shunzo Majima

Specialization: ethics in engineering

説明担当
Explanations are given by
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履修予約期間：4月5日(月)9:00から4月12日(月)13:00まで
Pre-registration period: from Monday, April 5 at 9:00 to Monday, April 12 at 13:00
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[くさび型教育]
Wedge-shaped Style Education

• 東工大では、学士から博士後期課程まで継続的に教養科目を履修する「く
さび型教育」を実践しています。

• Tokyo Tech’s “wedge-shaped style education” enables students to pursue liberal arts 
education in a phased manner throughout undergraduate and graduate programs.

• 番台順に履修することが推奨されており、修士課程入学直後の学期（4月
入学であれば1・2Q）に履修申告できる文系教養科目は400番台のみです。

• 500番台の文系教養科目は400番台を修得してから履修してください。

• Students are encouraged to take courses in the sequence of 100, 200, 300, 400, 500, 
and 600 levels. As such, master’s students entering in April must begin from 400-
level liberal arts courses in 1Q and 2Q of the first year, then proceed to 500-level 
courses.
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Theme of 2020 was:
Decent work and economic growth

(SDGs Goal 8)
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Theme of 2020 was:
Decent work and economic growth

(SDGs Goal 8)
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室田真男（専門：教育工学）
Masao Murota

Specialization: educational technology

説明担当
Explanations are given by
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GSA制度と連動 (Graduate Student Assistant)
• 学びあい，教えあいにより相互に成長
リーダーシップ道場

• GSA制度の基礎科目，80点以上で次を履修できる
• コミュニケーション主体のワークショップ科目（道場といっても怖さはない）

ピアレビュー実践
• ピアレビューアーとして，受講生の文章作成をサポート
• GSA-R（レビューアー）としての認定証

リーダーシップアドバンス
• ファシリテーターとして，受講生の対話による学びをサポート
• GSA-F（ファシリテーター）としての認定証

認定証をとると
• スキルを持ったTAとして給与を優遇して採用
• 履歴書に書ける



毛塚和宏（専門：統計学）
Kazuhiro Kezuka

Specialization: statistics

説明担当
Explanations are given by
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[文系教養科目の履修計画の立て方]
How to plan your leaning path

• 修士課程修了要件

• Credits required to graduate from master’s degree program
400番台：２単位以上

400 level: 2 or more credits
500番台：１単位以上

500 level: 1 or more credits
• 500番台の文系教養科目は、400番台を修得してから履修してください。

• Master’s students entering in April must begin from 400-level Humanities and Social 
Science Courses in 1Q and 2Q of the first year, then proceed to 500-level courses.

• 400番台、500番台のすべての文系教養科目は「選択科目、1単位」です。

• All the Humanities and Social Science courses of 400 and 500 levels are elective courses 
and worth 1 credit.

• 文系教養科目の科目コードは「LAH」から始まります。

• The course number of Humanities and Social Science courses starts from “LAH.”
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説明担当
Explanations are given by

多久和理実（専門：科学史）
Yoshimi Takuwa

Specialization: history of science
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［文系教養科目の履修予約制度について］
Pre-registration system of Humanities and Social Science Courses 

文系教養科目では、それぞれの科目の特性に応じて設定された受講人数で、できるだけ多くの皆さんに希望に
沿った科目を履修してもらうため、履修予約の制度を設けています。
The pre-registration system is intended to help students take their desired courses as much as possible, while each course 
sets a maximum number of students to register based on the course’s characteristics.

科目の特性上設定された受け入れ最大人数を超えた科目は抽選
Should the number of applicants exceed course capacity, a lottery system will be used to determine which students are admitted. 

・履修予約期間：4月5日（月）9：00 ～ 4月12日（月）13：00
教務Webシステムのアンケート欄から回答。なるべく多くの科目に順位をつけること。

・Pre-registration period: from Monday, April 5 at 9:00 to Monday, April 12 at 13:00
Log in to the Web System for Students and Faculty, complete the questionnaire, and submit your answers. If the total 
number of answers is small, you may not be able to pre-register any courses. So try to fill in as many numbers as you can.

・履修許可科目公開：4月19日（月）13：00（予定）
教務Webシステムの履修申告画面に許可科目が反映、一時保存状態となります。

・Notification of the results of pre-registration: 13:00, Monday, April 19  [TBD]
Your approved courses will be automatically reflected and temporarily saved on your “Course 
Registration” screen on the Web System for Students and Faculty.

・履修申告期間：4月6日（火）9:00～ 4月23日（金）13：00（予定）
一時保存状態の許可科目をほかの科目とともに本登録してください。本登録は一度のみ可。

・Course registration period: from Tuesday, April 6 at 9:00 to Friday, April 23 at 13:00 [TBD]
Complete registration of all the courses (not only Humanities and Social Science courses that are 
temporarily saved but also other courses) on the Web System for Students and Faculty during the 
course registration period. You can register only once.
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問い合わせ：
リベラルアーツ研究教育院 文系教養科目担当事務
大岡山キャンパス西9号館2階204

この建物の2階です。
It is the second floor 
of the building.

キャンパスへの登校は、大学からの指示に従って必要最低限にしてください。
Please follow instructions by Tokyo Tech and avoid coming to campus unless it is 
essential.

For inquiries: Office of Humanities and Social Science Courses 
Ookayama Campus, West Bldg. 9, 2nd Floor, Room 204

bunkei@jim.titech.ac.jp
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履修予約の詳細情報は
文系ホームページに順次掲載していきます

http://bunkei.ila.titech.ac.jp

Details of pre-registration will be announced on the
Humanities and Social Science Courses website.
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結果は、以下の「文系教養科目履修予約結果」ページにて公開されます。
Results will be posted on the following web page :

教務Webシステム＞申告科目の登録＞「文系教養科目履修予約結果」ページ
The Web System for Students and Faculty ＞ Couse Registration ＞ Results of Pre-
registration [文系教養科目履修予約結果] page

履修許可科目公開日に送信される一斉メールに書かれたURLからもアクセスできます。
You can also access the same web page by clicking the URL in the email that we will send 
on April 19.

※公開日の2日後が授業初回（4月21日）です。
自分の許可された科目を確認してから授業に参加してください。

※ The first day of class is Wednesday, April 21.
Check your approved course before viewing the lecture.

結果公開：4月19日(月) 13：00（予定）
Notification of the results: 13:00, Monday, April 19 (TBD)
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「履修予約」の方法
Guide to “Pre-registration”

ログイン方法については、東工大
ポータルの操作・設定ガイドを参照
してください。
Please refer to the online guides for how 
to log in to Tokyo Tech Portal.

Refer to;

（1）東工大ポータルにログインする
Log in Tokyo Tech Portal
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（2）教務Webシステムをクリックする
Click the Web System for Students  and Faculty

※東工大ポータルにログインすると、「教務Webシステム」だけでなく、学習管理システム
である「OCW-i」および「T2SCHOLA」が利用可能になります。
In addition to the Web System for Students and Faculty, you will be able to access 
learning management systems called OCW-i and T2SCHOLA by logging in to Portal.

東工大ポータルへログイン後、
トップページが表示されますので、
「教務Webシステム」のリンクを
クリックします。
After you log in to Tokyo Tech Portal, 
click “Web System for Students and 
Faculty “. 
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（3）「履修予約」のアンケート画面に入る
Go To “Pre-Registration” page

教務Webシステムのトップページ
が表示されます。
This is the top page of the Web 
System for Students  and Faculty.

「アンケート」欄をクリックし、
履修予約の画面へ入ります。
Click “Pre-registration” in the “アン
ケート” field.
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Question1：1・2Ｑで履修したい400番台の科目数を回答する
Select the total number of 400-level courses you want to pre-register in 1Q and 2Q.

（4）説明文を読み、質問に回答する（質問は2つです）
Read the instructions and answer questions 1 and 2 that 

follow.

この履修予約によって許可されるのは、各クォーターについてそれぞれ1科目まで、合計2科目までです。
Note that the total number of courses approved at pre-registration is up to two courses (i.e., one 
course per quarter).

タブで選択（デフォルトは0科目）
Select the tab (The default is set to 0 courses)
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Question 2：希望順位を入力する
Enter numbers in order of preference

「希望順位」欄に、履修を希望する科目順に1から数字を入力していきます。
回答数が少ないといずれの科目も履修できない可能性がありますので、なるべく多く
希望順位を回答してください。
Enter numbers starting from 1 in order of preference in the “priorities” field to indicate your 
first, second choice, etc.
If the total number of answers is small, you may not be able to pre-register any courses. So try 
to fill in as many answers as you can.

「希望順位」欄 “priorities” field
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（5）回答内容を確認する
Confirm your answer

「確認」ボタンをクリック
します。
Click  “Confirm your answers” . 
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（6）回答内容を送信する
Submit your answer.

回答内容が一覧になって表示されま
す。
内容を確認し、「回答を送信する」
をクリックすると、回答内容が送信
されます。
A list of your answers will appear.

Click “Submit” after you verify the list.

Submit
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（7）履修予約終了
Your “Pre-registration” is completed.
回答が完了すると、自動的に回
答送信完了メールが届きます。
必ず確認してください。(メール
は「~@m.titech.ac.jp」のアドレ
スに送信されます。)

After you submit your answers, you 
will receive an automatic 
confirmation email at your Tokyo 
Tech email address 
(@m.titech.ac.jp).

Within the pre-registration period, the contents of your answers can be changed 
any number of times.

履修予約期間であれば、回答内容は何回でも変更できます。

教務Webシステムトップ画面「アンケート欄」に表示された「回答済」ページを
開いて再入力すると、内容が上書きされます。
To update your answers, go to the top page of the Web System for Students and Faculty 
and click “Answered [回答済]” in the “Questionnaire” section. Re-enter your answers and 
the update will be saved on the system.
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履修許可科目公開：4月19日(月)13時（予定）
Notification of the results of pre-registration: 

13:00, Monday, April 19  [TBD]

履修を許可された科目は、自動的に教務Webシステムの「申告科目の登録」画
面の“時間割 から”と“科目から”のページに反映され、一時保存状態となります。
After notification of the results, your approved courses will be automatically reflected 
and temporarily saved on your  “Select from Timetable” and “Select from Course List” 
pages under “Course Registration” on the Web System for Students and Faculty.

“時間割から Select from Timetable” “科目から Select from Course List”
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履修申告の確定（本登録）
Complete Registration

許可された科目は、教務Webシステムに
「一時保存」の状態で反映しています。
申告すると決めたら、ほかの専門科目等と一
緒に、必ず「本登録」してください。
何らかの理由で、許可された科目の履修を希
望しない場合は、「本登録」する前に申告科
目から「削除」してください。
Your approved courses will be automatically 
reflected and temporarily saved.

Click Register after you verify the Courses. 

If you wish not to take one or more of 
these, delete it/them during Course 
registration period.

Register

39



各クォーターで許可された科目が無い場合や、専門科目や研究上の
都合などでやむを得ず別の科目に変更する必要が生じた場合には、
履修予約結果公開後に各自で科目ごとの空き状況を確認した上で、
別途履修申告してください。ただし、履修予約で許可された学生以
外をどこまで受け入れるかは科目の担当教員が判断しますので、履
修が認められない場合もあります。
If you are not approved for any courses, or if you have to change
already approved courses due to matters related to your major or research 
projects, register the second and subsequent courses by yourself on the 
Web System for Students and Faculty during the course registration period 
after checking course availability. 

各科目の空き状況は、履修許可科目が公開される4月19日に教務
Webシステムの「文系教養科目申告状況」ページで確認できるよう
になります。
Pre-registration results will be announced on April 19. From that date, you 
will be able to check availability of each course on the Registration Status of 
Humanities and Social Science Courses [文系教養科目申告状況] page on 
the Web System for Students and Faculty.
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1-2Qの文系教養科目は全て遠隔授業で実施予定です。
それぞれの授業を視聴する方法は、教務Webシステムに科目を履
修申告（一時保存を含む）している学生の東工大メールアドレス
(~@m.titech.ac.jp)宛に通知される予定です。また、視聴方法は
東工大ポータルへログインして、「OCW-i」あるいは
「T2SCHOLA」からも確認できるようになる予定です。
In the first and second quarters, all lectures of Humanities and Social
Science courses will be given online using a remote lecture system. 
Information on how to view each lecture will be sent to the Tokyo Tech 
email address (~@m.titech.ac.jp) of students who have registered (or 
temporarily saved) that course.
The same information on how to view lectures will also be available on 
OCW-i or T2SCHOLA via Tokyo Tech Portal.

履修予約実施の案内はメールでお知らせします。東工大共通メールアドレス（～
@m.titech.ac.jp）を早めに取得し、大学から送信されるメールは必ず確認してください。
送信されたメールは、教務Webシステムトップ画面の「お知らせ」欄でも確認できます。
Pre-registration schedules will be sent by email. New students are expected to 
promptly obtain a Tokyo Tech “m” email account (@m.titech.ac.jp) and regularly check 
emails sent by Tokyo Tech. You can also check incoming emails from the “News” [お
知らせ] section on the top page of the Web System for Students and Faculty.
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ライブ配信する科目では、ネット環境などの問題でライブ参加で
きない場合や、感染症に起因する公欠の場合に備えて、救済措置
が用意されています。
ライブ参加できなかった場合には、慌てずに担当教員の指示を
待ってください。
履修している科目の担当教員への連絡方法は、東工大ポータルに
ログインして「OCW-i」から見られる講義概要・シラバスに記載
されています。
For live streaming-based courses, students may experience 
unexpected events such as being unable to access the live class due 
to internet problems or being required to take an authorized 
absence due to infection-related reasons. Even if such cases occur, 
you do not have to panic. Support and solutions are available, so 
please ask for assistance from the relevant course instructor. 
To find contact information of instructors for a certain course, log in 
to Tokyo Tech Portal, open OCW-i, select the course, and the 
information will be displayed on the lecture overview and syllabus 
tab.    
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最新情報は
文系ホームページを確認

http://bunkei.ila.titech.ac.jp

For the latest information, please be sure to visit the 
Humanities and Social Science Courses website
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