
令和 4(2022)年 10 月 3 日 

 

部局横断型教育プログラム 
3 月修了者の修了証の申請について＜お知らせ＞ 

令和 4(2022)年度 

- 学部横断型 - 

◆ ジェロントロジー教育プログラム 

◆ メディアコンテンツ教育プログラム 

◆ バリアフリー教育プログラム 

◆ 死生学・応用倫理教育プログラム 

◆ 国際総合日本学教育プログラム 

◆ こころの総合人間科学教育プログラム 

◆ 数理・データサイエンス教育プログラム 

◆ 地域未来社会教育プログラム 

◆ サイバーセキュリティ教育プログラム 

- 大学院横断型 - 

◆ 日本・アジア学教育プログラム 

◆ 海洋学際教育プログラム 

◆ デジタル・ヒューマニティーズ教育プログラム 

◆ 科学技術イノベーション政策の科学教育プログラム 

◆ 社会デザインと実践のためのグローバルリーダーシップ養成プログラム 

今年度 3 月末日までに学部を卒業又は大学院を修了（博士課程満期退学を含む）

する学生で、上記の各教育プログラムの修了要件を満たした場合には、各自が所定

の申請を行うことにより、修了証が交付されます。 

● 申請手続きの方法 ・・UTAS より申請 
（「履修」画面で「資格関連」を選択し、「部局横断型プログラム登録申請」から申請してくだ

さい。別紙「部局横断型教育プログラム修了証 WEB 申請 by UTAS」参照。） 

● 申請受付期間 ・・・・令和 4(2022)年 10 月 3 日（月）～10 月 31 日（月） 

上記申請受付期間は、今年度 3 月末日までに学部を卒業又は大学院を修了（博

士課程満期退学を含む）する学生が対象です。 

 

※注意※ 

今年度 5月以前に修了証の申請を行った場合でも、今回改めて申請の手続きを行わない
と修了証は交付されませんので、今年度 3月の修了を希望される方は必ず上記期間に申請
を行ってください。 
なお、申請を行っても、各教育プログラムの修了要件を満たせなかった場合又は卒業・

修了（博士課程満期退学を含む）ができなかった場合は、修了証は交付されません。 
 

参考 https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/special-activities/University-wideEducationProgram.html 



Application for Certificate of Completion for the 
University-wide Education Program for those 
completing the course in March 

 
 
Courses for AY 2022 
University-wide Undergraduate Education Program 

 Gerontology 
 Media Content 
 Barrier-Free Education 
 Death and Life Studies and Applied Ethics 
 Global Japan Studies 
 Human Integrative Science and Education of Mind 
 Mathematics and Data Science 
 Future Regional Society 
 CyberSecurity 

 
University-wide Graduate Education Program 

 Japan-Asia Studies 
 Interdisciplinary Education Program on Ocean Science and Policy 
 Digital Humanities 
 Science, Technology, and Innovation Governance 
 Global Leadership Program for Social Design and Management 

 
Students who will be graduating from university or completing graduate school in March (including 
those who have completed the term of the doctorate program) will be issued with a Certification of 
Completion for the above listed programs, if they have satisfied all the necessary requirements and 
have completed the required application processes. 
 
 Application Procedure – Apply through UTAS (Click "Qualification connection" of the "Course" 

menu, and submit your application from " Application for University-wide Education Program ".) 
Please refer to "Web Application for University-wide Education Programs using UTAS") 

 Application Period – Monday, October 3 to Monday, October 31, 2022 
 
 
Important 
Even if you have applied for a Certification of Completion in this May or earlier, a certificate will not 
be issued unless you complete the application in the above mentioned period. If you wish to 
graduate/complete graduate school in March, please make sure to complete all the necessary 
applications. 
Please note that even if application is made, if you do not satisfy all the requirements for the program 
completion, or you fail to graduate/complete graduate school, a Certificate of Completion will not be 
issued. 



 

 

 

 

 ◆部局横断型教育プログラム修了証 WEB 申請 by UTAS 
Web Application for University-wide Education Programs using UTAS 

 
 

STEP.1 
 
UTAS にログイン 

Login to UTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEP. 2 
 
「履修」を選択 

Click on [Course] 
 
 
 
「資格関連」を選択 

Click on [Qualifications connection]  
 
 
 
「部局横断型プログラム登録申請」を選択 

Click on [Application for University-wide Education Program] 
 
 
 
 

STEP. 3 
 

 
 

 
 

                        

                                             
 

ユーザ名、パスワードを 

入力してログイン 
Type in UTokyo Account and 
password to gain access 

登録済の 

プログラムが 

表示される 

  

  

Click on [New Registration] 

  

「新規登録」を選択 

 

Displays all 
registered 
programs 

 

登録するプログラム 

を選択して「申請」      

Select programs and  
click on [Application]      


