
2020理学部物理学科
新入生履修ガイダンス

ガイダンス
� 主任挨拶・物理学教室の紹介
� 履修に関する注意
�学生生活上の諸注意

�オンライン授業について

� スタッフ紹介



「履修の手引」の重要性

「履修の手引」→ ルールブック (履修に関わる事項を網羅)

�入学時のルールは、卒業するまで変わらない。注)

�次年度以降に改訂されても、皆さんには適用されない。注)

�一部、上級生とは異なるルールもあるので注意！

「履修の手引」を熟読することが、

学生生活を充実させることの第一歩 !

「履修の手引」を参照しながら説明します。
メモ等を取りながら、注意深く聞いて下さい。

注)履修の手引きの変更は、学生に有利になることなどは即時変更適応となる場合もある。

1. 全学共通 (色付き部分) p. 1-70        
2. 理学部 p. 146-170  
3. 物理学科 p. 157-160



卒業要件 履修上の大事な数字

卒業要件 124 単位以上

１年間に履修登録できる単位の上限 50 単位
(※ ただし教職科目は除く)

前・後期のバランス大事
（前期に登録し過ぎないこと！）

学士の学位取得(卒業)要件を満たさなければならない
全学で定められた必修科目
各学科で定められた必修科目

以降のスライドで説明

p.147

p. 51



４年間の履修のイメージ

� 4年生(卒業研究生=物理学特別研究の受講)になる条件

106 単位以上
【 内必修科目46単位、選択必修12単位以上】(p. 151)

�学士の学位取得(卒業)要件

124単位以上
【内必修科目56単位、専門科目群選択必修26単位以上】

４年生は、結構忙しい !
・卒業研究やゼミ
・院入試の勉強、または就職活動
・海外派遣
・教育実習・介護実習(教職課程等を履修する人)

1年 2年

3年 4年

p.158



卒業要件 履修上の大事な数字

卒業要件 124 単位以上

１年間に履修登録できる単位の上限 50 単位
(※ ただし教職科目は除く)

前・後期のバランス大事
（前期に登録し過ぎないこと！）

学士の学位取得(卒業)要件を満たさなければならない
全学で定められた必修科目
各学科で定められた必修科目

以降のスライドで説明

p.143

p. 51



キャリア教育科目・教養科目群・基盤科目群

1科目(2単位) 
⇒最低 7	科目

合計 14 単位以上
(選択必修)

p.45



物理学科標準履修課程表

「履修上の注意」(p. 151)

�履修のモデルプラン
物理は積み上げ型

�指定年次に履修
物理学科必修 23 科目

� 物理学実験第一
物理学実験第二
物理学実験第三
物理学実験第四

�卒業の遅れにつながる
� 演習：講義とリンク

�原則、同時に履修する

順番に履修

��内の数字の合計は 114単位
卒業単位 124 単位より少ないので
各自必要な単位を修得する必要がある。

12

8

≧14

≧74

p.158

≧6
≧14

(※原則)



１年次の標準履修課程表

青枠内の全科目の合計 48 単位

履修登録単位の上限
年間 50 単位 (p. 142)

前期と後期の合計
(前期に申請し過ぎない)

教職科目などの例外あり
Webでの入力に注意

[参考] 文部科学省の取り決め
1単位 = 30時間の自学自習
50単位 = 毎日6時間の自学自習
(50 x 30 h/240day = 6.25 h/day)

注意点

p.158

48

p.3



4年間での単位修得ペース

�物理学科では、3年までは自動的に上がることができる。

・ただし 年平均で20単位取らないと成績不振者扱い
面談等を行った上、命令退学の制度が適用される場合がある。(p4, 5)

� 4年生(卒業研究生=物理学特別研究の受講)になる条件

106 単位以上 【 内必修科目46単位、選択必修12単位以上】(p. 147)

※詳しい条件は省略しますので、「履修の手引」をよく読むこと

�学士の学位取得(卒業)要件
124単位以上【内必修科目56単位、専門科目群選択必修26単位以上】

(p. 147)  

3年終了と同時に大学院進学(早期卒業)も可能
ギリギリを狙わないこと！もったいない！留年の危険！

意外にもよくある問題



早期卒業

3年修了 → 大学院１年 (入学）

2年次までの成績が優秀: GPA 3.50 以上なら予備申請可
3年次の最初に予備申請 → 特別の履修指導
大学院入学試験に合格、あるいは口頭試問

GPA とは？ (p. 62, 63)

Grade Point Average

次のスライドで説明

p.146,147



GPA とは？

Grade Point Average

☑ 試験で落ちても、途中で放棄しても GP = 0
☑ 履修申請して、途中で放棄するとGPAとしては損
☑ GPAを意識し過ぎて、せっかくの学びの機会を無駄にしないこと

GPAが使用される場面

・早期卒業
・研究室配属 (卒業研究テーマ・進路に関わる)
・大学院入試の筆記試験免除
・研究等に関わる海外派遣
・最優秀学生の表彰
・就職活動→ 企業側の判断材料として使われる場合がある

p.62, 63, 147,148



履修取り消し制度p.12

理系共通科目や必修科目等を除く2科目

物理学科の専門科目は履修取り消しできない！



成績不振者 & 命令退学制度

履修指導の対象者

p.4, 5



成績・履修について



成績・履修について

成績・履修

半期(前・後期)ごと
成績は保証人にも通知

理系通科目



特別な履修申請・登録について

《1年次に関係するものをピックアップ》
抽選・先着順：基礎ゼミナール (p. 13)
自動登録：情報リテラシー実践 I (p.14 - 15)

第一言語科目 (必修)      (p.16 - 30)

「履修申請カード」により履修申請する科目 (p. 9)
化学実験 = 自然化学実験(化学) 教職科目

→今年度はweb申請

クラス指定科目(p.9 - 10)：
学修番号順又はコース別にクラス編成を行い、
定められた曜日・時限の指定されたクラスで受講(履修)する

情報リテラシー実践 I         (p.14 - 15)
微分積分、線形代数(数理科学コース提供）
一般化学、化学概説、化学実験(化学コース提供)

(p.31-35)



化学実験（自然科学実験(化学)）について

物理は１年次に履修
「自然科学実験(化学)」→ 「中学校一種免」の必修科目

※教職志望の人は「化学実験」ではなく、上記の科目名で申請すること。
(授業番号が異なるので注意！）

クラス指定：cクラス

オンラインと夏季集中を併用して実施予定
前期の後半から対面式が可能となれば，夏季集中はやめて，通常の時間
割で行う．



物理セミナー (水曜5限 第6回はビデオ教材 )

5/13  宇宙の歴史 (宇宙理論、藤田)
5/20 Ｘ線γ線で見る宇宙（宇宙物理実験、石崎）
5/27 The dark side of the Universe（高エネルギー理論、ケトフ）
6/03  宇宙と原子（原子物理実験、田沼）
6/10  極低温の世界～超流動現象～（量子凝縮系理論、荒畑）
6/10  日常にあふれる物理とソフトマター（ソフトマター、栗田）(ビデオ教材)
6/17 偶然と必然の物理学（非線形物理、首藤）
6/24  物性物理入門（粒子ビーム物性、門脇）
7/01  物理学とナノサイエンス（ナノ物性、宮田）
7/08  構造と物性 (表界面光物性、柳)
7/15  新しい超伝導体の探索（超伝導物質、水口）
7/22  相転移・臨界現象 (強相関電子論、服部)
7/29  ミクロの世界を探る～素粒子実験のいま～（高エネルギー実験、角野）
8/05  素粒子論入門 (素粒子理論、安田)
8/12  強い相互作用の世界 (原子核ハドロン、兵藤)

物理学教室の先生による最先端の研究紹介
必修ではないが（選択必修)  原則、履修すること。



教員免許と学芸員資格

p. 2-10, p. 29-30              

p. 53-60



公職選挙法の改正 ・住民票の異動について



試験の受験上の注意事項

-試験時に以下の行為をすると不正行為になります

- 試験場への入室がみとめられるのは試験開始から30分まで

-試験中は学生証を机上に提示すること
-携帯電話、スマートフォンは電源を切ること



レポート作成時の注意事項

・他人の文章を調べて書き写す場合には引用する

正しい引用方法

・他人の文章を丸写し(コピペ)する場合には「」でくくり注釈をつける

・他人の文章をまとめ直した場合でも必ず注釈をつける

・図やデータも他人のものを利用する場合には注釈をつける

例
「全宇宙にある全部の星雲に対し等速直線運動を行い,回
転しない座標系は慣性系である」(1)
(1)原島鮮 力学 裳華房 2章
出典がウェブサイトの場合には
著者名、タイトル、アドレス、アクセスした日付をつける



レポート作成時の注意事項

・正しく引用されていない場合は盗用または剽窃とみなされる

盗用または剽窃とみなされる行為
1. 書物・ウェブサイト等に掲載された他人の文章を出典
を明記せずにレポート等に記載すること
2. 他人が作成したレポート等を自分が作成したようにし
て提出すること

ウェブサイト等に掲載された他人の文章をコピペして
レポートを作成することは剽窃です

試験におけるカンニングと同様の不正行為ですし、
同様に処分されます



不正行為における処分

不正行為をすると4年での卒業は難しい


