
2019年度物理系新入生
オリエンテーション

宇宙地球物理学科 惑星プラズマ・大気研究センター4年 関 佑一朗



物理系への入学
おめでとうございます



盗難防止

「置引」が多いので、移動するときは必ず荷物を持って
行動すること



避難経路



避難経路



自己紹介

名前：関 佑一朗(ゆういち)

所属：理学部宇宙地球物理学科
惑星プラズマ・大気研究センター（PPARC） 4

年
趣味：野球観戦 写真



関 佑一朗 大学一年

アメフト部 半年

その後
ボランティアサークル @plus
国際交流団体 IPLANET
留学生協会 TUFSA
居酒屋バイト
東北若者万人会議の企画



関 佑一朗 大学二年①

TUIF（Tohoku university international festival）の企画

TEA’s ENGLISH

9月から1年間留学 フィンランドへ



関 佑一朗 大学二年②

自動車学校

海外ビジネスインターンシップ

仙台にて営業インターン

TECH CAMP（プログラミングスクール）

FL program参加 モスクワ大学に短期留学



関 佑一朗 大学三年

イタリアン バイト

就職活動

バックパック

理系の国際交流団体 TUSTEM

就活支援団体beyond caféインターン

研究の準備中



重要な書類

なくさないで！
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クラス分け

学籍番号の下一桁が

偶数⇒2組
奇数⇒3組

クラスによって授業の先生が異なる。



学期・セメスター・クォーター

1年は前期、後期に分けて授業が開講される。

学期をセメスターと呼び、
1つのセメスターを2つのクォーターに分割。



学期・セメスター・クォーター

約2か月で完結のクォーター授業

約4か月で完結のセメスター授業



1セメ 2セメ 3セメ 4セメ

1年生 2年生

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q



授業

授業は１回９０分

必修科目を除けば、各人の興味に応じて
自由に授業が取れる。

時間割作成については明日説明します。



全学教育と専門教育

セメスター 1 2 3 4 5 6 7 8

キャンパス 川内北 北青葉山

授業科目

全学教育科目
専門教育科目

教職科目



専門科目シラバス



シラバス

授業の内容、成績評価の方法、参考書などが
記載されている。

全学教育のシラバスは学務情報システム、全
学教育ホームページ、東北大学シラバス全文
検索システム閲覧可能。



単位

授業を履修し、合格基準に達すると単位がもらえる。

卒業・進級のためには、決められた単位数が必要。

単位が足りないと留年。



単位

例外もあるので注意。同一名称の授業も！

講義は、1回90分の授業が約15回で2単位。

演習・実験は、1回90分の授業が約15回で1単位。



単位認定制度

授業を受講しなくても単位を取る方法がありま
す。受講しなくてもいいのです。

全学教育科目履修の手引きp133,134
外国語技能検定試験である程度の点数を残すこ
とが条件



履修登録

授業を履修して単位を取得するには、
履修登録をしなければならない

履修登録は学務情報システムから行う。



履修登録

初回の授業で履修カードの提出も求める指導
教員の方がいらっしゃいます。

セメスターのはじめは履修カードを持って登校



履修登録

前期のWeb履修登録期間は、
４月８日（月）～４月１９日（金）

第２クォーターの授業もこの期間に
履修登録する。
（全学教育科目履修の手引の表紙の裏）



履修取り消し

第１セメスター、第１クォーターの授業の履修取り消し期間は、
４月２２日～４月２６日

第２クォーターの授業の履修取り消し期間は、
６月２５日～７月１日



学務情報システム



学務情報システム

学務情報システムからできること

履修登録 成績照会

シラバス閲覧 講義情報の確認



東北大学ポータルサイト

学務情報システムや学生用メールアドレスに
アクセスできる最強のサイト



東北大学ポータルサイト



東北大学ポータルサイト



東北大学ポータルサイト



東北大学ポータルサイト



東北大学ポータルサイト



先ほどのパスワードとID
Ｗｅｂによる履修登録・成績確認、
自動発行機による各種証明書発行、
図書館のオンラインサービス



履修登録

全学教育ホームページのTOPICSに掲載してい
る「履修する授業の選び方」、「WEB履修登
録の方法」の動画を参照することもできる



成績

成績評価 評価の内容
AA 成績が特に優秀であるもの

A 成績が優秀であるもの

B 成績が良好であるもの

C 成績が可であるもの

D 成績が不可であるもの

E 履修を放棄したもの（履修取り消し）
←不合格



成績

成績は、テストやレポートなどによって評価される。

試験で不正を行うと

当該セメスターの全単位無効や停学
などの重い処分。



GPA

GPA=Grade Point Average

各科目の成績評価値（Grade Point）の平均

留学や奨学金の合否判定で使われることもある。



GPAの求め方

GPA＝∑（科目のＧＰ×科目の単位数）
∑科目の単位数

5段階評価 AA A B C D

GP 4 3 2 1 0



4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

前期

第1クォーター 夏休み

後期

第2クォーター

第3クォーター 第4クォーター 春休み
4月19までに
履修登録

Web上で成績確認



コース配属

物理系

物理学科

天文

地球物理

４セメ～8セメ

２８人

１３人

７８人
1セメ～3セメ



コース配属要件

物理学Ａ、Ｂ－１、Ｂ－２、Ｃ、Ｄ、
解析学Ａ、Ｂ
線形代数学Ａ、Ｂ
電磁気学I、II
解析力学

この１２科目２２単位から１６単位以上



コース配属要件

力学演習I、力学演習II、電磁気学I演習、電磁気学II演習

この４単位から ２単位以上

自然科学総合実験‐１，２



３セメまでの履修要望科目

基幹科目・展開科目（人文科学、社会科学、自然科学）、
英語、第２外国語、
基礎ゼミ、情報基礎Ｂ、
力学演習、電磁気学、電磁気学演習、解析力学

などの必修科目全てに加えて

解析学Ｄと数理統計学



卒業要件

全学教育科目５０単位以上

専門教育科目・関連科目から

物理学科 ：７０単位以上

宇宙地球物理学科：６２単位以上



卒業要件

全学科目と専門教育科目を合わせて１２４単位以上

物理学科 宇宙地球物理学科
全学教育科目 50 50
専門教育科目 70 62

合計 120 112

残りは全学教育科目・専門教育科目の
どちらでもよい。



休憩まであとちょっと

頑張りましょう



卒業要件

自由聴講科目と

教職に関する科目
は卒業単位に含めることができない。



休学・退学

病気などの理由で3か月以上欠席する場合には、
「休学願」を提出する。

休学できる期間は、3か月以上1年以内。

退学する場合には、「退学願」を提出する。



転学科・転学部・他大学受験

転学部・他大学受験をする場合には、学科長、ク
ラス担任の先生に申し出ること。

転学科試験は2年次以上の学生を対象に行われる。

転学科試験を受けるには、所属する学科（系）の
学科長と面談をして、許可を得なければならない。



教職

教職免許の取得のためには、通常の単位以外に教
職のために特別にかなりの数の単位を取得する必
要がある。

免許状の取得を希望する場合は、1セメの授業履修
前までに教務課に「教育職員免許状取得希望届」
を提出しなければならない。



取得できる教職免許の種類と教科

物理系で取得できる免許状は、

中学校教諭一種免許状（理科）

高等学校教諭一種免許状（理科）



教職に関する科目は、卒業単位に
含めることができない。



教育実習



休憩！！！！

10分後また集合してください！！



挑創カレッジ

留学

AI プログラミング

起業



留学したい・世界で活躍したい

東北大学では、様々な留学プログラ
ムやグローバルリーダー育成プログ
ラムなどが用意されている。



TGLプログラム説明会
4月 8日（月）16:00～17:00 @川内北 A200

4月 9日（火）12:10～12:50 @川内北 C200

※8日は説明会後に登録ができます。登録には学生証が必要です。

61

詳細はオリエンテーションで配布し
たこちらのチラシをご確認ください。



グローバルゼミ(初回授業)

62

グローバルリーダーに興味があり、今学期のグローバルゼ
ミ履修を希望する人は初回授業に参加してください!

4月9日（火）16:20～17:50 (5講時)

授業の様子



短期海外研修・体験プログラム：SAP・FL

Study Abroad Program、略してSAP。
Faculty led Program、略してFL。
東北大生が長期休業（春・夏）期間中に行く、
短期海外研修プログラムのこと。

様々なテーマに沿った体験学習や特色のある
英語講座、現地学生たちとの交流、ホームステ
イなどを通じて国際的な視野をはぐくむことを目
指します。

SAP・FLって何？
①手厚い経済的支援の可能性あり！
⇒プログラム費（授業料等）20万円程度

（参加者１人あたりの平均）
⇒プラス給付型奨学金7～8万円程度
（月額）

（金額はプログラムごとに異なる）
②2単位を付与！
（国際教育科目「海外研修(基礎・展開)」）

SAP・FLのここがすごい！

2018年夏SAP・FL説明会スケジュール
短期海外研修概要説明会 夏SAP・FL募集説明会

4月15日（月）
18:30～19:30

＠川内北キャンパス M206

4月下旬

URL(SAPの詳細な情報はこちら)：http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/studyabroad/sap/

※会場は以下HPで確認してください。

http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/studyabroad/sap/


TEA’s English

64



http://www.insc.tohoku.ac.jp/japanese/



留学留学や国際教育

1.   グローバルラーニングセンター（GLC）

2. 留学生課
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大学での勉強の話の前に
高校の勉強とは？



入試のための勉強



暗記



受動的
・
強制



大学での勉強

受動的・強制暗記

受験のため

理解

研究のため
物理的な考え方を習得するため

能動的・自由



物理

数学

論理

情報計算機

英語 理論

観測 実験

物理とその周辺



物理学の体系

力学

相対論 統計力学熱力学電磁気学 量子力学

素粒子・宇宙・原子核・天文・物性・地球惑星など



大学での学び方

一言で言えば、

自発的学習
自発的学習とは？



自発的学習

自分で疑問を持って、自分で疑問を
解決する。

物理学の理解と論理的思考力の獲得には
自発的学習が必要不可欠。



具体的にはどのように
勉強すれば良いの？



講義を受ける



講義は自発的学習の出発点。

講義の内容を自分で再構築し、
理解を深める。

講義に関連した内容の本を読み、
演習問題を解く。



本を読む



論理を追い、意味を考えながら読む。
行間を読む。



同じ題材の本を複数読む



図書館

自分に合った本
を見つける。

同じ内容でも著
者が違えば、書
き方は異なる。



手を動かす



講義を聞くだけ・本を読むだけでは不十分

手を動かして自分で計算してみることで
本に書かれていることを確かめる。

一人で勉強するのが大変な場合は、
自主ゼミをやるのも一つの手。



東北大学で学ぶ物理

物理系

観
測

天文物理学科 地球物理

太
陽
惑
星
空
間
系

流
体
地
球
系

固
体
地
球
系

理
論

装
置
開
発

物
性
実
験

物
性
理
論

素
・
核
実
験

素
・
核
理
論



大学生活

物理はおいといて、一般的な話

大学生活楽しんでください



OASISの話を聞いて

内発的動機づけって話ありましたよね

いい言葉だなぁ



大学生活

モチベーションの源泉 達成可
能性

危機感

目標の
魅力



大学生活

大学は自由です



大学生活



大学生活

自分が本当に何をしたいのか

自分は将来的にどうなりたいのか

自己決定



Beyond cafe

自分自身で自己決定が
出来ない時のBeyond cafe

先輩と話してみたい人は
SNSでDMor声をかけてください



理学部自修会

理学部・理学研究科の学生と教員からなる組織。

様々な行事を開催。

コンサート

ビアガーデン



自修委員の選出

2組、3組それぞれ２人ずつ

自修会委員を決めます。



泉萩会（せんしゅうかい）

物理系の卒業生・学生・教員からなる組織。

会報の発行
講演会・総会・親睦会の開催
森田記念賞・泉萩会奨励賞の授与
会員名簿の発行
などを行う。



自修委員の選出

総会への出席

自修会行事の運営の手伝い

自修会委員の仕事
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そもそも、
困ったことにならないために



学務情報システムをチェックする



掲示板をチェックする



災害に備えて

避難場所等を確認する。

「防災行動の手引き」を
読む。

安否確認システムにも登
録する。





悩みがあるとき、
困ったことがあるときには



担任の先生に相談する

第1セメスターのクラス担任

2組3組でそれぞれクラスの担任の先生がいる



新学期面談

2セメ以降、学期初めに全員が物理系教員と
面談をする。

学業・生活・進路など心配なことは
何でも相談しましょう。



勉強がわからない

東北大学学習・研究倫理教材を見てみよう



勉強がわからない

授業の先生・ＴＡ・友達に質問する。

ＳＬＡに相談する。

Ｍ棟1階で学部上級生・院生が
学習相談に応じてくれる。



ともだち本



学びのストーリー

授業選択のお手伝いやさん



教育・学生支援センター

1階：落とし物・身上変更・授業料など

2階：全学教務課

3階：キャリア支援センター



健康管理・相談窓口

体の不調・悩み・不安などがあるときには、

保健管理センター
学生相談・特別支援センター
ハラスメント相談窓口



東北大学 学生生活案内を見る

右のやつの小さい版！
結構使えそう！！



宣伝 周知



地球温暖化

4月8日（月）
M206号室

興味ある方はぜひ！



意見箱

全学教育に関する意見要望等を投書できる意見箱を、川
内北キャンパス教育・学生総合支援センター２階教務課
及び講義棟Ｂ棟１階談話室に設置しているので利用して
ください。
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