生命科学研究科

博士課程前期２年の課程 1・2 年次学生

各位

履修登録について

★

PC、スマートフォンや携帯電話から登録をお願いします。

新型コロナウイルス感染症のため、時間割や実施方法等が随時変更されることが予想されていま
す。各自、本研究科 HP にて随時確認をしてください。
登録・確認・訂正期間
登録する科目

10 月 14 日（木）

生命科学研究科開設の 専門科目（「セミナー」及び「課題研究」除く）及び関連科
目について登録して下さい。
※

登録方法

令和 3 年 10 月 1 日（金）～

他研究科開設科目、全学教育科目等（教職に関する科目含む）については、裏面の
「その他」をご覧ください。

「学務情報システム」からマニュアルにしたがって登録してください。

東北大 TOP＞在学生の方へ からポータルサイトへログイン → 学務情報システムページ
PC・スマートフォン用；

携帯電話用；
マニュアル；

https://www.srp.tohoku.ac.jp/

https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa_mb/ktop.do

https://www.srp.tohoku.ac.jp/gkms/manual/index.html

履修登録完了後、必ず登録されていることを履修登録確認画面で確認してください。
※「保存」は「一時保存・下書き保存」にあたるため、登録されません。

留意事項
●
●

修了に必要な単位については、学生便覧の「前期 2 年の課程履修案内」で確認してください。
令和３年度に開講される授業については、シラバス、授業時間割表を参照して下さい。
＊ シラバス

→ 学務情報システムで確認できます

＊ 授業時間割 → 生命科学研究科 HP で確認できます
生命 HOME ＞在学生の方＞最新情報＞講義＞

R3 年度 生命科学研究科講義

時間割・Google Classroom 受講方法とクラスコードについて

https://www.lifesci.tohoku.ac.jp/oncampus/detail---id-49951.html

※時間割は、決まり次第随時更新します。こまめに確認してください。
● 『 セミナー 』及び『 課題研究 』は登録の必要はありません。教務係で一括して登録します。

その他
単位認定セミナー
本研究科が「単位認定セミナー」として認めるセミナー等に参加し、一定のポイントを取得した場合、
関連科目として認定されることがあります。

ポイントは、入学時に配付している「単位認定セミナー出席カード」で管理します。

ポイントがたまった場合は、所定の月日までに出席カードを提出することにより単位が認定されます。
履修登録をする必要はありません。

単位認定セミナーの開催は、生命科学研究科 HP「在学生の方」にてお知らせします。

学際高等研究教育院指定科目の履修登録について（Ｍ１の方のみ）
学際高等研究教育院指定科目の履修を希望する方は、「令和３年度第２学期学際高等研究教育院

科目届 」を令和 3 年 10 月 14 日（木）までに生命科学研究科教務係へ提出ください。

履修

学際高等研究教育院指定科目として履修する科目は、本研究科の関連科目として認められます。この場

合、下記の「他研究科開設科目の履修登録について」に記載した「関連科目履修願」は提出不要です。
今回登録できるのは、後期開講科目になります。

他研究科開設科目の履修登録について
指導教員が教育上必要と認める他の研究科等の授業科目は、本研究科の関連科目として履修することが
できます。

他研究科開設科目を関連科目として履修する場合は、
（別紙）
関連科目履修願を令和３年 10 月 14 日（木）
までに生命科学研究科教務係へ提出してください。
（学際高等研究教育院指定科目の場合は除く）

全学教育科目等（教職に関する科目を含む）の履修登録について
学務情報システムでは、履修登録できません。

令和３年 10 月 14 日（木）までに生命科学研究科教務係へ登録したい旨をご連絡ください。

令和３年１０月入学の方へ
●

以下の 3 科目は、合同講義に出席・レポート提出をすることにより単位が取得できる科目です。
「先端生化学特論Ⅰ～Ⅱ（各 2 単位）
」

… 生化学合同講義

「先端生態学特論Ⅰ～Ⅱ（各 2 単位）
」

… 生態学合同講義

「先端細胞生物学特論Ⅰ～Ⅱ（各 2 単位）
」 … 細胞生物学合同講義
△

この科目は、通年科目となりますので、後期に学務情報システムからの登録はできません。

履修登録を希望する場合は、10 月 14 日（木）までに生命科学研究科教務係へ申し出てくだ
さい。

（例）令和３年度中に、生化学合同講義で 4 単位分取得したい。
（10 回出席し、レポート 2 題を提出する場合）
⇒

先端生化学特論Ⅰ と 先端生化学特論Ⅱ を両方登録する。

△ 合同講義の日程は、生命科学研究科 HP で確認できます。
△ “合同講義出席管理シート“などで、どの回を受講したか、各自出席日を控えておいて下さい。

生命科学研究科教務係 TEL； 022-217-5706

lif-kyom@grp.tohoku.ac.jp

To all Master’s Course students of the Graduate School of Life Sciences

★

About Course Registration
Please register via PC, smart phone or mobile phone.

Due to the spread of the novel coronavirus infection, it is expected that the timetable and the method of
conducting the classes may be changed at any time. Please check the Graduate School’s homepage
regularly for further information.
Registration, confirmation, and correction period

October 1, (Fri) - October 14, (Thu), 2021

Courses to register
Please register for specialized courses (excluding seminars and research projects) and related courses provided
by the Graduate School of Life Sciences.
*For courses provided by other graduate schools and general education subjects “全学教育科目” (including
courses related to the teaching career), please see "Other" on the next page.

Registration Method
Please follow the instructions in the manual to register from the "Academic Affairs Information
System".
For PCs and Smartphones:
For Mobile Phones:
Manual:

https://www.srp.tohoku.ac.jp/

https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa_mb/ktop.do

https://www.srp.tohoku.ac.jp/gkms/manual/index.html

After completing the registration, be sure to check the registration confirmation screen to confirm that you have
successfully completed the registration.
*the "Save" button will not complete your registration because it is just a "temporary save/draft" option.

Notes
● For the credits required to complete the course, please refer to the Course Guide in the Student Handbook (Japanese
only) or syllabus on our homepage (HOME>Education>Syllabus):
https://www.lifesci.tohoku.ac.jp/en/curriculums/syllabus/
● For courses held in 2021 academic year, please refer to the syllabus and class schedule.
＊

Syllabus → you can find syllabus on the Student Affairs Information System

＊ Class schedule → check the Graduate School of Life Sciences homepage.
https://www.lifesci.tohoku.ac.jp/oncampus/detail---id-49951.html

＊The class schedule will be updated as soon as the schedule is settled. Please be sure to check it regularly.
● You do not need to register for "Seminars" and "Research Project". The Academic Affairs Section will register
these for all students at once.

Other
Credit Approval Seminars
If you participate in a seminar or other event recognized by the Graduate School as a "credit-approved seminar" and
earn a certain number of points, it may be approved as a related course.
Points will be recorded on the "Credit Seminar Attendance Card" distributed with the documents for orientation.
If you have earned enough points, you can receive credit by submitting your attendance card by the designated date.

You do not need to register for it.
Credit seminars will be announced on the Graduate School of Life Sciences website "For Current Students (在学生
の方)”.

Course Registration for Courses Designated by the Division for Interdisciplinary Advanced Research and
Education (DIARE)（Only for M1）
If you wish to take courses designated by the DIARE, please submit the “令和３年度第２学期学際高等研究教
育院

履修科目届 (Notification of Courses to be Taken by the DIARE in the Second Semester of the 2021

Academic Year)" to the Academic Affairs Section of the Graduate School of Life Sciences by Thursday, October 14,
2012.
Courses designated by the DIARE are recognized as related courses of the Graduate School. In this case, you do
not need to submit the "Application for Registration for Related Courses (関連科目履修願)" described in " Course
Registration for Courses Offered by Other Graduate Schools" below.
This time, you can register only for courses held in the second semester.

Course Registration for Courses Offered by Other Graduate Schools
Students may take courses from other graduate schools that their academic advisor finds educationally necessary as
related courses in this graduate school. If you wish to take courses offered by other graduate schools as related
courses, please submit an application for related courses (attached) to the Academic Affairs Section of the Graduate
School of Life Sciences by Thursday, October 14, 2021. (Except in the case of courses designated by the DIARE)

Course Registration for General Education Courses (including courses related to teaching profession)
Course registration is not available on the Student Affairs Information System.
Please contact the Academic Affairs Section of the Graduate School of Life Sciences to request registration by
Thursday, October 14, 2021.

For students enrolled in October 2021
●

The following three courses are courses for which students can earn credits by attending joint lectures and

submitting reports (Japanese only).
「Advanced Biochemistry Ⅰ～Ⅱ（2 credits each）
」

… Joint Lectures on Biochemistry

「Advanced Cell Biology Ⅰ～Ⅱ（2 credits each）
」 … Joint Lecture on Cell Biology
「Advanced Ecology Ⅰ～Ⅱ（2 credits each）
」

…

Joint Lectures on Ecology

△ This course is a year-long course and cannot be registered through the Student Affairs Information System
in the second semester. If you wish to register, please contact the Academic Affairs Section of the Graduate
School of Life Sciences by Thursday, October 14.
(Example) Student wants to take 4 credits of Biochemistry Joint Lectures in 2021.
(In case of attending 10 lectures and submitting 2 reports) ⇒ Register for both Advanced Biochemistry I
and Advanced Biochemistry II.

△

The schedule for the joint lectures can be found on the Graduate School of Life Sciences homepage.

△

Please use the "Joint Lecture Attendance Sheet" to keep a record of which lecture you have attended and

the date of your attendance.
Academic Affairs Section, Graduate School of Life Sciences
TEL: 022-217-5706

lif-kyom@grp.tohoku.ac.jp

