平成 29 年度実施の教育実習・介護等体験・教職実践演習について
(2017/03/28)
未修者指導（２年次学生向け）について（2017/03/28）
2017 年度東京大学大学院便覧の配付について （2017/03/27）
法科大学院修了生のデータベース利用について（2017/03/23）
学生団体の活動に当たって（2017/03/23）
大学院係窓口休止のお知らせ（2017/03/16）
UT-mate のシステム停止について（2017/03/15）
サービス停止のお知らせ（3/24）（2017/03/14）
第３回共通到達度確認試験試行試験の会場について（2017/03/13）
「大学で教える」を学ぼう。東大 FFP 大学教育開発論 第 9 期受講者募集！
（2017/03/10）
法科大学院３年次生の判民への参加の募集(2017/03/10)
平成 29(2017)年度「法科大学院」入学歓迎式・新入生オリエンテーション日程
をガラス棟掲示版に掲載しました。 (2017/03/09)
アメリカ特許法セミナーのご案内（2017/03/08）
東京国立博物館の利用について（キャンパス・メンバーズのご案内）
（2017/03/06）
2017 年 3 月学位記授与式・伝達式について（2017/03/14 更新）
通学定期乗車券購入証明書について（2017/02/28）
チューター募集（2017/02/22）
全学無線 LAN サービス（utroam）の終了について(2017/02/21)
平成 29 年度学生定期健康診断Ⅱの実施について（2017/02/16）
大熊町学習支援ボランティアの募集について（平成 29 年 3 月）（2017/02/14）
無料オンライン講座"English Academia"について（2017/02/13）
第３回共通到達度確認試験試行試験の実施について（第２報）（2017/02/13
更新）
※教育支援室にて受験票発行を行います。学生証をお持ちください。
<キャリアサポート課>平成２９年度本学卒業・修了予定者の就職活動にかか
る本学の対応について（2017/02/09）
既存のプリペイドカード式プリンタ及びコピー機の撤去について（2017/02/06）
<図書室>2017 年 3 月卒業(修了)予定の皆様へのお願い（2017/02/03）
春季休業期間中の教室使用について（2017/02/02）
「教職に関する科目」表の誤りについて（2017/01/25）
2017 年度の総合図書館の工事とサービスについて(2017/01/25)
４号館トイレ改修工事のお知らせ(2017/01/24)

第２次学力試験（前期日程）に伴う臨時措置（本郷地区キャンパス）について
（2017/01/24）
助教の募集について（2017/01/19）
東日本大震災被災地スタディーツアー参加者の募集について（H29 年 2 月）
（2017/01/18）
陸前高田市学習支援ボランティアの募集について（H29 年 2 月）
（2017/01/18）
短期トレイニーに関するアンケート実施へのご協力のお願いについて
（2017/01/18）
ＴＫＣレポート機能を利用したアンケート提出について
アンケート様式（学生・弁護士共通）
サービス停止のお知らせ（1/31）（2017/01/12）
定期試験期間中の教室使用について（2017/01/10）
短期トレイニー受入対象者について、ガラス棟１階掲示板に掲示しました。
（2017/01/10）
誓約書
三鷹国際学生宿舎大学院生(チューター)入居者募集（2017/01/05）
学生証の更新について【法科大学院】（2017/01/05）
年末年始の海外渡航に伴う安全対策について(2016/12/28)
自動発行機での証明書発行停止について(12/28～1/3)(2016/12/22)
年末年始の証明書交付について（2016/12/26 更新）
東京大学学務システム（UTAS）の切り替えの延期について（2016/12/19）
本郷けやき保育園入園不許可者を対象とした託児支援について
（2016/12/19）
平成 28 年度学生表彰「東京大学総長賞」推薦募集について（2016/12/19）
サービス停止のお知らせ（2016/12/16）
H29 センター試験に伴う臨時措置（本郷キャンパス）（2016/12/15）
「上智大学法科大学院 仲裁・ＡＤＲワークショップ」の開催について、ガラス棟
掲示板に掲示しました（2016/12/13）
（年末年始）閉館等のお知らせ（2016/12/13）
年末年始に伴う注意喚起（2016/12/13）
陸前高田市「学びの部屋」学習支援ボランティアの募集について（1 月）
（2016/12/12）
第３回共通到達度確認試験試行試験の実施について（2016/12/12）
年末年始の学割発行について（2016/12/12）
飲酒マナーについて（2016/12/12）

【（2016/12/08）※募集を締め切りました
【12/1(予備日:12/14)】本郷キャンパスでのドローン空撮について
(2016/12/01)
（2016/11/30） 延期になりました
ポケット六法の廃棄について（2016/11/30）
2016 年度 A セメスター 学生による授業評価アンケートの実施について
（2016/11/30）
短期トレイニーを希望する方へ（2016/11/30）
短期トレイニー申込書
インフルエンザワクチン追加接種について（本郷保健センター）（2016/11/29）
11/24（木） 学際情報学府授業「歴史情報論」の休講について（2016/11/22）
シンポジウム：「原油低価格の国際エネルギー産業への影響とその対応」につ
いてのお知らせ（2016/11/21）
法整備支援連続講演会(12 月 14 日実施)のご案内（2016/11/17）
研究案内講演会（12 月１日実施分）のご案内（2016/11/16）
研究案内講演会（11 月 24 日実施分）のご案内（2016/11/16）
進路選択セミナーのご案内（2016/11/16）
サービス停止のお知らせ（11/22）（2016/11/10）
平成 29 年度大学入試センター試験監督補助者の募集について
（2016/11/09）
陸前高田市「学びの部屋」学習支援ボランティアの募集について（11-12 月）
（2016/11/07）
平成２９年司法試験受験案内の配付について（2016/11/04）
「平成 28 年度学生生活調査」の実施について（お願い）（2016/11/01）
自動発行機での証明書発行停止について(11/14)(2016/10/28)
インフルエンザワクチン接種について(2016/10/26)
博士課程進学促進プログラム（ＳＮＰプログラム）セミナー「楽しくなきゃ，研究
じゃない！」（講演会のお知らせ）（2016/10/26）
窓口業務休止のお知らせ（2016/10/21）
構内放置自動二輪車の一斉撤去・処分について（2016/10/21）
構内放置自転車・原付の一斉撤去・処分について（2016/10/21）
防災イベントのご案内（2016/10/21）
防火・防災避難訓練の実施について（2016/10/21）
避難場所
中国競争法に関する講演のお知らせ（2016/10/19）

陸前高田市「学びの部屋」学習支援ボランティアの募集について（10-11 月）
（2016/10/19）
全学無線 LAN サービス(utroam)への接続不安定の対応について(アンケート
へのご協力のお願い)（2016/10/14）
平成 28 年本郷キャンパス秋の自転車無料点検の実施について (本部環境
安全課) （2016/10/12）
全学無線 LAN サービス(utroam)への接続不安定の対応について
（2016/10/05）
平成 29(2017)年度法学政治学研究科総合法政専攻博士課程へ【出願資格
(2)】にて出願する方へ（2016/10/03）
国際機関・国際裁判所でのインターンシップ説明会（2016/10/03）
自転車事故に備えた損害賠償保険の加入のすすめ（2016/09/28）
学生アルバイトについて（2016/09/28）
停電のお知らせ【10/23】(2016/09/26)
法文 1 号館
法学部 3 ・4 号館
第二本部棟
法学政治学系総合教育棟(ガラス棟)
倉吉敬前東京高裁長官講演会について（2016/09/21）
証明書の自動発行機について（2016 年 9 月に修了された方へ）
（2016/09/20）
プリントカード変更のお知らせ（2016/09/13）
総合図書館の臨時閉館(9/13-9/15)について（2016/09/09）
法学政治学研究科助教の募集について（2016/09/08）
第８４回コンピュータ・ネットワーク利用セミナー（2016/09/05）
「大学で教える」を学ぼう。東大 FFP 第 8 期受講者募集のご案内
(2016/08/31)
プリペイドカード式プリンタ及びコピー機のリプレースについて（2016/08/25）
陸前高田市「学びの部屋」学習支援ボランティアの募集について（9 月）
(2016/08/09)
サービス停止のお知らせ(2016/08/05)
停電のお知らせ【9/11】(2016/08/02)
法文 1 号館
法学部 3 ・4 号館
第二本部棟(※2016/08/03 更新)
法学政治学系総合教育棟(ガラス棟)

夏季休業期間中の教室使用について（2016/08/01）
2016 年 9 月秋季学位記授与式・伝達式について（2016/08/05 更新）
総合図書館の臨時閉館(8/22～8/25)について（2016/07/27）
東日本大震災被災地スタディーツアーの募集について（8 月）（2016/07/26）
平成２８年度医学部「基礎臨床社会医学統合講義」開講について
（2016/07/21）
詳細はこちら
中央食堂 臨時休業のお知らせ（08/11～09/01）（2016/07/21）
食堂関係営業日程
法学部プリントシステム プリントカード変更のお知らせ(2016/07/20)
平成２８年度 法学部関連建物の消防設備機器点検について（2016/07/20）
サービス停止のお知らせ（2016/07/15）
夏季休業における注意喚起（2016/07/13）
放置自動二輪車、放置自転車・原付の所有者確認について（2016/07/11）
フランス語・ドイツ語入門講座のご案内（2016/07/11 追記）
申込書はこちらからダウンロード
大熊町学習支援ボランティアの募集について（H28 年 8 月）（2016/07/08）
修士論文作成支援制度支援者募集（2016/07/04）
チューター募集（2016/07/04）
中小法律事務所等における短期トレーニーついて（2016/06/30）
定期試験期間中の教室使用について（2016/06/29）
<図書室>2016 年 7 月 19 日～7 月 20 日 閲覧・ILL サービス停止予定につい
て（2016/06/21）
安田講堂前クスノキ剪定作業実施のお知らせ（2016/06/17）
国立科学博物館 大学生のための科学技術史講座のお知らせ（2016/06/17）
助教の募集について（2016/06/17）
本郷キャンパス内 草刈り及び中・低木剪定作業実施のお知らせ
（2016/06/09）
陸前高田市学習支援ボランティアの募集について（H28 年 7 月）
（2016/06/08）
付帯賠償責任保険の加入について（2016/06/03）
霞が関インターンシップへの参加が認められた方向け
2016 年度 S セメスター 学生による授業評価アンケートの実施について
（2016/06/03）
法科大学院在籍学生向け総合法政専攻博士課程紹介ガイダンス
（2016/06/03）

「アジア研究文献探索セミナー」中東・イスラーム研究文献編（2016/06/01）
「アジア研究文献探索セミナー」韓国朝鮮語文献編（2016/06/01）
サービス停止のお知らせ（2016/06/01）
(日程変更)(本郷) 薬剤散布について（2016/05/30）
（本郷）構内白色・黄色ライン消去工事のお知らせ（2016/05/27）
懐徳館庭園内薬剤散布のお知らせ（2016/05/27）
【LexisNexis Academic で海外のニュースやビジネス情報を検索するには？】
講習会（2016/05/25）
【OECD の出版物や統計を探すには？】OECD iLibrary 講習会（2016/05/25）
自転車リユースについて（2016/05/24）
薬剤散布について（2016/05/24）
2016 年度東京大学法科院サマースクル参加者追募集のお知らせ
（2016/05/24）
構内放置自動二輪車の一斉撤去・処分について（2016/05/20）
構内放置自転車・原付の一斉撤去・処分について（2016/05/20）
陸前高田市学習支援ボランティアの募集について（H28 年 6 月）
（2016/05/19）
停電のお知らせ【6/4・6/5】（2016/05/16）
法文１号館(※2016/05/16 更新)
法学部 3 ・4 号館(※2016/05/12 更新)
第二本部棟(※2016/05/12 更新)
法学政治学系総合教育棟(ガラス棟)
全学無線 LAN サービス(utroam)の接続方法ついて（2016/04/28）
学生相談ネットワークからのお知らせ（2016/04/27）
熊本地震で被災した世帯の学生のみなさんへ（2016/04/27）
中央官庁のインターンシップ（霞が関法科大学院生インターンシップ）のお知ら
せ（2016/04/27）
基本計画
実施要領
実施計画概要一覧
調査票
第２回共通到達度確認試験試行試験の解説の掲載について（2016/04/26）

国立科学博物館 大学生のための自然史講座 [募集]（2016/04/25）
申込期間：平成 28 年 4 月 28 日(木)必着（E メールまたは FAX）
サービス停止のお知らせ（2016/04/22）
第２回共通到達度確認試験試行試験の試験結果について（2016/04/15）
平成 28 年度「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンについて
（2016/04/13）
法科大学院３年次生の「判民」への参加の許可者について、ガラス棟 1 階掲
示板にて通知しました。（2016/04/11）
法学部が提供している共同利用端末について（新入生の皆様へ）
（2016/04/06）

