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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため，4月6日から学生関係窓口の閉室を実施しているところですが，未

だに感染のリスクが低下したとはいえない状況に鑑み窓口の閉室期間を以下のとおりいたします。 

また，学生窓口の閉室再延長に伴い，電話でのお問合せは，8月１0日まで休止いたします。一部メールで対応する業務も

ありますが，その場合も回答が遅くなることもございます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。  

 

閉室期間：　４月６日（月）から８月１０日（月）（予定）（変更前：６月２１日（日）まで）

対象窓口：　教務課及び学生支援課（大岡山・すずかけ台の両キャンパス）， 

　　　　　　　　留学生交流課，及び入試課（大岡山キャンパス）

 

連絡先：教務課及び学生支援課（大岡山・すずかけ台の両キャンパス），留学生交流課

https://www.titech.ac.jp/enrolled/certificates/submitting/offices.html

※電話でのお問合せは，8月10日まで休止いたします。 

お手数ですが，メールでのお問合せをお願いします。（メールでのお問合せの際は，学籍番号及び氏名を明記願います。） 

 

〇教務課窓口対応する業務の変更 

　すべての業務について，窓口対応はいたしません。 

　※学生支援課，留学生交流課，入試課は，従前どおりすべての業務の窓口対応はいたしません。 　

• 学位記や証明書の受け取りは，開室したら再開します。 　

• 新入学生・編入学生の学生証 　　

　　　大学院課程：　お知らせページ https://www.titech.ac.jp/enrolled/news/2020/046514.html

• 再発行の学生証の受け取り 　　

　　　郵送希望者は郵送します。詳細は対象者に連絡します。  

 

〇証明書関係 

• （在学生）証明書自動発行機による各種証明書の発行について 

　https://www.titech.ac.jp/enrolled/certificates/automatic.html  

 

学士課程の新入生には，わからないことや心配ごと・困りごとなどを，メールで気軽に相談できる窓口「新入生Welcome相

談窓口」を設けました。 新型コロナウイルスで非常に困難な状況にありますが，本学は，皆さんが希望に満ちた新しい大

学生活をスタートできるように教職員一同でサポートします。  

https://www.titech.ac.jp/enrolled/counseling/welcome.html  

 

 

学生関係窓口の閉室期間再延長について
いいね！ 0  

シェア  

ツイート

注意喚起

© Tokyo Institute of Technology. All rights reserved.



　Receiving diplomas will be possible after the period of suspension ends. 

　Student ID cards for new students:

　Graduate students:

　　　　Refer to the web page

https://www.titech.ac.jp/english/enrolled/news/2020/046516.html

　Receiving reissued student ID cards Reissued cards can be sent by postal mail. Applicants will be notified of the details. 

Contact

Student Division, Student Services Department

Email : kyo.som@jim.titech.ac.jp

Home > Current Students > Announcements > Update on suspension of in-person services for students

Published: June 19, 2020

Published: May 8,2020

Update: June 19,2020

【Suspension of in-person services for students】

We are suspending in-person services for students from April 6 to prevent the spread of novel coronavirus, and 

we extend the suspension of in-person services again in the view of the risk of infection has not yet subsided.

Therefore, telephone calls are not answered until August 10 . While some services will be provided by email, 

please understand that there may be delays in replying to your requests or inquiries. 

Period:　 From Monday, April 6 to Sunday, August 10（subject to change, the period before extension is to 

Sunday, June 22）

In-person services temporarily unavailable:　 Student Division on Ookayama and Suzukakedai Campuses, 

Student Support Division on Ookayama and Suzukakedai Campuses, International Student Exchange Division, 

Admissions Division 

Contact (Student Division and Student Support Division on Ookayama and Suzukakedai Campuses, 

International Student Exchange Division, Admissions Division):　

https://www.titech.ac.jp/english/enrolled/certificates/submitting/offices.html

Please contact us by email, as telephone calls are not answered until August 10. *When you email to us, 

please specify both your name in full and student ID number. 

All services handled by the Student Division are temporarily unavailable over the counter. 

Certificates

（For Current Students）Issuance of Certifications by automated certificate issuance machines 

https://www.titech.ac.jp/english/enrolled/certificates/automatic.html

We will do our best to provide necessary support services for newly enrolled undergraduates by email. Your 

cooperation and understanding is greatly appreciated. 
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