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カリキュラム詳細
博士論文について
修士論文について
科学英語演習
研究倫理（事前履修）
年間スケジュールは学年歴をご参照ください。

カリキュラム詳細
地球惑星科学専攻の授業科目と内容の詳細はこちらをご覧ください。
基礎科目は毎年開講されますが、専門科目の開講は、毎年または隔年等、科目ごとに異なります。

博士論文について： 発表会・申請者向け情報
博士論文発表会
博士論文提出後の審査委員会の発表会を公開しています。下記のとおり発表会を行いますので、多数ご出席ください。なお、審査会日程は
論文提出後こちらに掲載することになっていますので、掲載期間が短い場合もあります。
オンライン審査会に参加される場合は、表示名を「（学籍番号＋）姓名」としてください（ニックネーム不可）。
2021年度
○2021年12月9日(木）13：00－14:30
Chiu Tung Cheng
「A study of size-dependent microphysics and its effect on bulk
aerosol properties with a global size-resolving aerosol model
（粒径解像全球エアロゾルモデルによる微物理過程とそのエアロゾル特性への影響に関する研究）」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/87958276393?pwd=bWFRbFViVUFUQW
NURnRZNjJzZDVTUT09
ミーティングID: 879 5827 6393
パスコード: 13189

○2021年10月19日（火）13：30－15:00
高谷 祐平
「Study on the mechanisms and predictability of the interannual
variability of the Asian summer monsoon and tropical cyclones
（夏季アジアモンスーンと熱帯低気圧の年々変動機構と予測可能性に関する研究）」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/84460995446?pwd=TjZhTzYrNUsyRm
9qMnhodHMzMVNNUT09
○2021年9月17日（金）13：30－15:00
荒金匠
「Studies on Tropical Cyclone Influences on Climate and
Environment
（熱帯低気圧が気候および環境場に与える影響に関する研究）」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/82218429335?pwd=RlY1WXVPc3JpcE
1wSE45dHVqSFZzQT09
ミーティングID: 822 1842 9335
パスコード: 954534
○2021年8月6日（金）13：30－15:00
張 大維(Ta-Wei Chang)
「Hypocenter hotspots

illuminated

using

a

new

cross-

correlation-based hypocenter and centroid relocation method（震源
セントロイド同時精密決定法による震源ホットスポットの発見）」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/81720655806?pwd=SWJWL0FtZm1Rbk
hOMlBaOFlURGdsZz09
ミーティングID: 817 2065 5806
パスコード: 235089
○2021年7月20日（火）15：00－16:30
SEOW Marvin Xiang Ce

「Interannual variations of the South China Sea winter cold
tongue: a study on their mechanisms and possible impacts（南シナ海冬
季冷舌の経年変動のメカニズムと影響に関する研究）」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/82567632570?pwd=cU44bG5hNzRsQV
BNbXBhb0FQbzdSdz09
ミーティングID: 825 6763 2570
パスコード: 552797
○2021年7月12日（月）13：30－15:00
WANG Yuchen
「Tsunami data assimilation for early warning (早期警報のための津波データ同化）」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/83487906329?pwd=cXBobmFEc2dxWG
1VL0tKcTRWWGZ3Zz09
ミーティングID: 834 8790 6329
パスコード: 438401
○2021年6月23日（水）12：30－14:00
長谷川隆祥
「Characterization of the EUV Hydrogen Lyman Transitions in the
Solar Atmosphere」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/88927016847?pwd=TGJUUEM5akxGOU
pUZTZTNXpndWMxUT09
ミーティングID: 889 2701 6847
パスコード: 433184
○2021年5月21日（金）13：00－14:30
長原翔伍
「Development of multi-directional muography（多方向ミュオグラフィの開発）」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/83957542983?pwd=b1hlOUpPS2xycX

VlODJheU9zWHZBZz09
ミーティングID: 839 5754 2983
パスコード: 900505

2020年度
○2021年2月1日（月）13：00－14:30
Eom Jiwon
「Study on water-rock interactions in oceanic spreading centers
using isotope geochemistry (同位体地球化学に基づく海洋拡大軸における水－岩石相互作用に関する研
究)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/98954518217?pwd=aG5tUyt6eUNCZjN5TkMwZHZyNjV0
Zz09
ミーティングID: 989 5451 8217
パスコード: 337007
○2021年1月25日（月）13：00－14:30
多田 賢弘
「Australasian Tektite Event: Identification of the On-land
Ejecta Deposit and its Distribution across Eastern Indochina(オー
ストラリア・アジアテクタイトイベント：インドシナ半島東部における陸上イジェクタ層の認定とその分布)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/93816948327?pwd=YjhtL25FcVJKeGFwQkpYUEIxbUIy
QT09
ミーティングID: 938 1694 8327
パスコード: 283479
○2021年1月19日（火）15：00－16:30
吉田 聡
「Geology and geochemistry of the Eoarchean carbonate rocks:
Implications for co-evolution of life and transitional element
contents in the seawater through geologic time(初期太古代炭酸塩岩の地質学・地
球化学的研究：生命と海洋遷移金属元素組成の共進化) 」
＜オンライン開催＞

Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/meeting/register/tJIudOmqpjMiEtC5AgK-fOZCgA2Wr
Q4jv12g
パスコード: 203942
○2021年1月15日（金）15：00－16:30
木村 皐史
「Thermal state of the upper mantle and the origin of the
ophiolite pulse in the Cambrian-Ordovician time (カンブリア-オルドビス紀に
おける上部マントルの熱状態とオフィオライトパルスの成因)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/99801930349?pwd=bmRqRlFId3Z1MEc5ZHZ3eGsvdFV6
Zz09
ミーティングID: 998 0193 0349
パスコード: 283449
○2021年1月15日（金）13：00－14:30
梶田 展人
「The advancement of alkenone paleothermometry: applications to
coastal, lake, and subaerially exposed sediments(アルケノン古水温計の新展開
―沿岸・湖沼堆積物と堆積岩への適用―)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/95728087610?pwd=RUcxUnAxMDZKV3phanQzMlZjelEz
QT09
ミーティングID: 957 2808 7610
パスコード: 344247
○2021年1月15日（金）10：00－11:30
王 怡康
「Study
of solar chromospheric heating mechanism with
numerical simulation (太陽彩層加熱メカニズムの数値的研究)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/94501319077?pwd=bDhtVWppbU5mMzBKa2ZYYzVTU1cw
Zz09
ミーティングID: 945 0131 9077

パスコード: 093567
○2021年1月14日（木）13：00－14:30
丹 秀也
「Laboratory experiments and telescope observations toward
understanding physicochemical properties of Europa’s surface
materials(エウロパ表面物質の物理化学特性の理解に向けた室内実験および望遠鏡観測)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/97790449002?pwd=RWVYZUJ3ZExTRlRBbmF1WHByZzNZ
UT09
ミーティングID: 977 9044 9002
パスコード: 497246
○2021年1月14日（木）10：00－11:30
小森 純希
「History of the great Kanto earthquakes deduced from the
Holocene marine terraces: Development and application of new
quantitative methods for the geological and geomorphological
analyses
用)」

(完新世海岸段丘を用いた関東地震発生履歴の解明：地形学・地質学的データへの新たな定量的解析手法の開発と応

＜オンライン開催＞(変更)
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/97673046547?pwd=TENZbUVIT3BUa0hLQlVPazRZa2lP
Zz09
ミーティングID: 976 7304 6547
パスコード: 268074
○2021年1月13日（水）13：00－14:30
前田 歩
「Reasesssment of paleotemperature proxies using modern
foraminifera based on the specimens derived from controlled
laboratory culture and field surveys(飼育・野外試料に基づく現生有孔虫を用いた古水温代替
指標の再検討)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/93078567065?pwd=NG1abWVIRVJUeGhwYzVOSFd0aS9I
QT09

ミーティングID: 930 7856 7065
パスコード: 867524
○2021年1月12日（火）13：00－14:30
福與 直人
「Paleoenvironmental reconstruction using geochemical and rock
magnetic analyses for carbonates obtained from the Kingdom of
Tonga, South Pacific (地球化学・岩石磁気学的測定による南太平洋トンガ王国の古環境復元)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/96140478064?pwd=QWZ3RnE3RHJaL0Uya2p1NXh5R0Fp
QT09
ミーティングID: 961 4047 8064
パスコード: 591411
○2021年1月8日（金）10：00－11:30
福山 鴻
「Nitrogen solubilities in the lower-mantle minerals:
implications for the formation process of nitrogen reservoir
in the deep Earth (下部マントル鉱物への窒素溶解度: 地球深部における窒素貯蔵庫形成過程の考察)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/99122418301?pwd=QkRjK3FiSEw5eU5XNzNCcGtmYmV5
QT09
ミーティングID: 991 2241 8301
パスコード: SF8010HI
○2021年1月7日（木）15：00－16:30
木村 将也
「Detection and Quantification of Pre-P Gravity Signals from
the 2011 Tohoku-Oki Earthquake–Proposal of Pre-P Gravity
Seismology through Observation and Theoretical Modeling– (2011
年東北沖地震からのP波前重力信号の検出と定量化–観測および理論モデリング研究を通したP波前重力地震学の提案–)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/95999447735?pwd=cTJNMzhWdVVWcjhrR1NQNHUvOXd4
dz09
ミーティングID: 959 9944 7735

パスコード: 183563
○2021年1月6日（水）9：30－11：00
柴田 翔
「Role of Mean Motion Resonances in Planetesimal Accretion onto
Proto-Gas Giant Planets (原始巨大ガス惑星への微惑星集積における平均運動共鳴の役割)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/98648781002?pwd=VDJhMkU3eHJ1all6Z3o4TkdsdTJk
dz09
○2020年8月21日（金）13：00－14:30
石川 彰人
「Proteomic analysis of shell matrix proteins in the pond
snail Lymnaea stagnalis （軟体動物 Lymnaea stagnalis の貝殻プロテオーム解析）」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/97994123985?pwd=dWhMVmwyaldBd0VyR0lNcGtqV3ZI
Zz09
ミーティングID: 979 9412 3985 パスワード: 189240
○2020年7月17日（金）13：00－14:30
関澤 偲温
「Self-sustained interannual variability of the Australian
summer monsoon system and its remote influence on East Asia (夏
季オーストラリアモンスーン系の自己維持的な年々変動とその東アジアへの遠隔影響)」
＜オンライン開催＞
Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/97477766647?pwd=dDN1elRmRHpDSkUyN1ZwcWorcWlr
dz09
ミーティングID: 974 7776 6647 パスワード: 099915

申請者向け情報

博士論文の審査過程、提出要件等について
3月（または9月）定期修了の課程博士は、11月（5月）の博士論文提出審査会で発表し、審査に合格した後、12月（7月）の期限ま
でに博士論文を提出し、博士論文審査会で審査され、2月（9月）の専攻教育会議で報告・承認されると、3月（9月）に学位を授与される
（下記スケジュール左列）。12月（7月）の期限までに論文を提出できなかった場合や、審査が2月（9月）の専攻教育会議までに終了
しなかった場合、審査結果は理学系研究科教育会議で報告・承認を受ける。
定期修了以外の課程博士と論文博士は、 11月（5月）の博士論文提出審査会で発表・合格し、次回提出審査会前日までに博士論文を提
出する。理学系研究科教育会議での審査委員選定後に開催される博士論文審査会で審査され、理学系研究科教育会議で報告・承認されると
学位を授与される。
＊課程博士: 本学大学院の博士課程の教育課程を終えて学位を授与される者。
（単位取得退学後3年以内に論文を提出する者を含む。）

※1 理学系研究科への博士論文提出資格は、次の提出審査会前日まで。それまでに提出できない場合はもう一度提出審査会で発表し、合
格する必要がある。
※2 学外申請者のみ。
※3 理学系研究科大学院担当で受け付ける。D3までの在学者は3月定期修了のみだが、D4以上の在学者、単位取得退学後3年以内の
課程博士申請者、論文博士申請者は毎週金曜日(年末年始等変更あり)に論文を提出できる。なお、博士論文の提出要件は、論文提出日ま
でに満たしている必要がある。

※4 定期修了予定だった在学者が12月（7月）の期限までに論文を提出できなかった場合や、審査が2月（9月）の専攻教育会議まで
に終了しなかった場合、「課程博士（定期修了以外）」のスケジュールに従うこと。
※5 審査継続となっていた在学者が3月または9月に修了する場合は、専攻教育会議で審査報告を行う。

博士論文の提出要件
課程博士
＜2008年度以降博士課程入学者＞
地球惑星科学に関連し、申請者を筆頭とする論文が国際誌に1編以上掲載または受理されていることを要件とする。（博士論
文と直接関係のない内容の論文でもよい。）
ここでの｢国際誌｣とは教務委員会で定めたリスト（PDF）に含まれる学術誌を指す。
この要件は博士論文提出時点で満たされていることとする。
博士論文は英語または日本語とするが、前者を強く推奨する。日本語の場合は、英語の長めの要旨と図の説明が必要。
論文は、原著論文、レビュー論文とも可とする。
論文博士
申請者が本学・本専攻に関連があること
地球惑星科学に関連し、申請者を筆頭とする論文が国際誌に2編以上掲載または受理されていることを要件とする。（博士論
文と直接関係のない内容の論文でもよい。）
ここでの｢国際誌｣とは教務委員会で定めたリスト（PDF）に含まれる学術誌を指す。
この要件は博士論文提出時点で満たされていることとする。
博士論文は英語または日本語とするが、前者を強く推奨する。日本語の場合は、英語の長めの要旨と図の説明が必要。
論文は、原著論文、レビュー論文とも可とする。

審査委員会について
発表会は外部審査委員を含む教員およびポスドク、専攻所属の大学院生に対して公開とし、それ以外の参加の可否は主査の判
断に委ねる。
発表会の時間の目安は講演45分、質疑45分。
発表会の質疑は審査委員を中心とし、それ以外の参加者からの質疑には時間制限（全体で5分程度）を設ける。発表会の進行
については主査に権限を置く。
発表会のあと非公開の審査会を行い、合否を決定する。必要に応じて申請者に質疑を行うことができる。また、指導教員が審
査委員でない場合、 主査は指導教員に審査会へのオブザーバー参加を求めることができる。指導教員が審査委員でない場合、
指導教員は審査会にオブザーバー参加をすることができる。

修業年限特例による博士学位申請について
特に優れた研究業績を上げた者については、特例として所定の年数以上在学すれば博士課程の修業年限を半年～2年間短縮して修了するこ
とができる。（大学院学則第6条第2項参照）
詳細については、指導教員を通じて問い合わせること。
本件問合せ先：地球惑星科学専攻事務室（教務担当）
gakumu-eps.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

学位論文申請の受付について
学位論文申請は、理学系研究科大学院担当で受付を行います。
申請する際は、事前に大学院担当より「学位申請者の手引き」および所定書類を入手してください。入手方法については、9月または3月
定期修了の方は地球惑星科学専攻事務室からお知らせしますが、それ以外の方については、こちらをご参照下さい。
【受付時間】
毎週金曜日 9:30～11:30/13:30～16:30
※3月・9月定期修了の場合は受付期間が設定されますので、注意してください。
※年末年始や入試期間中などは変更があるため、あらかじめご確認してください。
【受付場所】
理学系研究科大学院担当（理学部1号館１階275号室）
【本件問合せ先】
地球惑星科学専攻事務室（教務担当）gakumu-eps.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

博士論文関係のお知らせ
2021.10.26
EVENTS

【更新11/5】2021年度冬季地球惑星科学専攻博士論文提出審査
会参加申し込みについて/Application
for
attendance at first-stage oral
examination for doctoral thesis
submission, winter 2021
2021.10.22
メンバー向け

博士学位論文の提出期間について（令和４年３月修了予定者）
2021.09.03
博士論文

地球惑星科学専攻 2021年度冬季博士論文提出審査会テーマ募集
2021.05.07
博士論文

【一部変更】2021年度夏季地球惑星科学専攻博士論文提出審査会プ
ログラム
2021.04.23
博士論文

博士学位論文の提出期間について（令和3年9月修了予定者）
MORE

修士論文について／発表会・申請者向け情報
※修士論文の具体的な提出期限・発表会等のスケジュールについては学生へのお知らせに掲載しますので、随時ご確認をお願い致します。

修士論文発表会
本専攻では、『修士論文発表会』における発表を、修士修了要件（東京大学大学院学則第5条1項）の最終試験とみなします。提出された
審査用論文（pdfファイル）に基づき、まず審査委員3名による論文審査を行います。その後、修士論文発表会の場で、複数教員による
発表審査を行います。評価はこの論文審査及び発表審査の結果により行います。

申請者向け情報
修士論文提出の流れ（学生向け・情報集約システムマニュアル）
修士論文の体裁について
テンプレート PDF／word
修士修了・博士進学基準および論文審査・発表審査の評価基準について【学生用】
【本件問合せ先】
地球惑星科学専攻事務室（教務担当）gakumu-eps.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

修士論文関係のお知らせ（学生へのお知らせに掲載）
2021.08.02
メンバー向け

2021/08/02 2021年度夏季地球惑星科学専攻修士論文発
表会参加申し込みについて/Application
for
attendance at Master’s thesis
defense, summer 2021
2021.08.02
メンバー向け

2021/08/02 2021年度夏季地球惑星科学専攻修士論文発
表会プログラム/Program for the 2021
Summer Master’s Thesis Defense
2021.06.18
修士論文

2021年9月修了予定者 修士論文提出および修士論文発表会につい
て
2021.01.20
修士論文

2020年度冬季地球惑星科学専攻修士論文発表会プログラ
ム/Program for AY 2021 Winter
Master’s Thesis Defense
2020.11.20
修士論文

2021年3月修了予定者 修士論文提出/発表会および博士内部進学
希望者手続について
MORE

科学英語演習
[作成中です]

研究倫理講義（事前履修）について
Material
to
be
read
before
attending Lecture on Research
Ethics
大学院理学系研究科・理学部のこちらのサイトをご覧ください。
Please read this website article on the School of Science
Deparment.

