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入学式について

 Fall Entrance 

Ceremony AY 2021

個人情報の
取り扱い

Policy on the

Handling of Personal

Information

長期履修制度

障害のある学生への
合理的配慮について

Reasonable
Accommodation

入学（進学）予定者向けお知らせ一覧[QRコード]

 Information for Prospective Students  [QR CODES]

東京工業大学の学生、保証人・連絡先人の方々にかかわる個人情報の取扱いについては、QR
コードから内容を確認してください。

It is the policy on the Handling of Personal Information of Tokyo Institute of Technology

Students and their Personal Guarantor or Contact Person.

長期履修制度とは，業務の都合・育児・介護やその他の事情により，学修時間が十分に
確保できず，規定された博士後期課程３年，専門職学位課程２年の標準修業年限内での
修業が困難であると想定される場合に，事前の申請により承認された期間を加えた
長期履修期間（博士課程：４年,５年又は６年，専門職学位課程：３年又は４年）において計画
的な履修を可能とする制度です。
<申込方法>
https://www.titech.ac.jp/student/pdf/internationalstudent-enrollmentprocedure-
tyokirisyu.pdf
<制度詳細>
https://www.titech.ac.jp/student/pdf/choki-seido.pdf

令和３年度９月入学式〔９月３０日（木）〕の詳細については，QRコードから確認してくだ
さい。

Please scan the QR code for the details of 2021 September Entrance Ceremony.

入学後の修学・学生生活（入学式含む）に関して、個に応じた合理的配慮が必要な場合は、事
前にご連絡ください。発達障害、精神障害、身体障害等、障害種別は問わず、
専任のコーディネータが対応します。
　連絡先：バリアフリー支援室　80年記念館1階

03-5734-2989　平日10：00～17：00
barrierfree@jim.titech.ac.jp

Students with any type of disability who wish to request accommodation regarding education

and university life (including the entrance ceremony) should contact us.

A dedicated coordinator will help provide support and services catered to individual needs.

Student Accessibility Services

Location：80th Anniversary Hall, Floor 1

Office hours：10:00–17:00 on weekdays,

Email：barrierfree@jim.titech.ac.jp, Tel：03-5734-2989
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学修
コンシェルジュ

Student life

coaches

他大学から
進学した大学院新入

生対象の
ガイダンス

Orientation for

newly-enrolled

students from other

universities

日本学生支援機構奨
学金（日本人学生向

け）

民間財団等の奨学金
制度（日本人学生向

け）

大学推薦の
民間奨学金

（留学生向け）

Scholarship

Opportunities

Requiring a

University

Recommendation

・貸与奨学金で，無利子（第一種）及び無利子（第二種）の奨学金があります
（返還不要の給付奨学金は，大学院生向けにはありません）。
・掲載された奨学金の情報をチェックし、応募要件等をよく確認の上、申請するようにしてく
ださい。

・奨学金制度として、財団・企業や地方公共団体が行っている
『民間奨学金』があります。
・給与奨学金（返還不要）と貸与奨学金（返還必要・多くが無利子）の
２種類があります。
・掲載された奨学金の情報をチェックし、応募要件等をよく確認の上、
申請するようにしてください。

大学推薦の民間奨学金への申請を希望する学生は、「大学推薦の民間奨学金 登録申請」を行っ
てください。登録方法はウェブサイトにてご案内しています。
登録は1年中受け付けますが、民間財団の推薦締切は様々ですので、
可能な限り早く登録を済ませることをお勧めします。
（ただし、日本にまだ来ていない学生は登録できません。）

Students who wish to apply for a university-recommended private scholarship should

register for recommendation. The procedure is written in our website.

Registration is available throughout the year, but we recommend you to complete your

registration as soon as possible. (Registration is available as soon as you get your Student

ID Number, but you cannot register if you have not arrived to Japan.)

履修の仕方、勉強の計画や大学生活等、
東工大での修学に関する問い合わせ・相談に対応します。

E-mail：concierge.info@jim.titech.ac.jp
[大岡山キャンパス]Taki Plaza 地下1階 平日 8:30～17:15
[すずかけ台キャンパス]すずかけ台図書館1階
月・木・金 9:30～16:30（※11:15～12:15を除く ※祝日を除く）

For inquiries concerning studies at Tokyo Tech, contact Student Life Coaches.

Ookayama Campus     Location： Taki Plaza, Floor B1 Office hours: 8:30–17:15 on

weekdays(closed on public holidays and Dec.30-Jan.3)

Suzukakedai Campus   Location： Suzukakedai Library, Floor 1

    Office hours: 9:30–16:30 (closed 11:15–12:15) on Monday, Thursday, and Friday.

                                        (closed on public holidays and Dec.30-Jan.3)

他大学から進学した大学院新入生対象のガイダンスを
9/22、9/25に実施します！
詳しくは右のQRコードからポスターをご覧ください。

Orientation for newly-enrolled students from other universities will be held on September

22 & 25.

Please scan the QR code on the right and check the information!
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秋新入学生
一般健康診断

Medical Checkup

for

Newly Enrolled

Students in Fall

NO! CULT
カルト宗教に
気をつけて
ください！

Beware of Cults

生協・学生総合共済・
学生賠償責任保険

住まい探し

Tokyo Tech COOP

and Univ. COOP’s

Student Mutual

Benefit

Apartment for Rent

振込先口座

Bank Information

入学料の海外送金を希望する場合は，QRコードより振込先口座を参照してください。

If you would like to transfer the enrollment fee overseas,

Please scan the QR code on the right and check the Bank information.

We offer annual medical checkup at the time of admission.

Reservation and medical questionnaire online should be completed in advance.

Date&Place：

Oct. 13-Oct.14, 2021   @Health Support Center Ookayama

E-mail：hokenkanri@jim.titech.ac.jp

学内で不審者を見かけた時、困った時はすぐに連絡を！
[大岡山キャンパス]
　学生支援課：03-5734-3011（Taki Plaza B1階）
　守衛所：03-5734-3119
[すずかけ台キャンパス]
　学生支援課：045-924-5935（J1棟1階）
     守衛所：045-924-5119

To  join  Univ. COOP, please obtain brochure via QR code (Japanese ONLY) and apply for a

membership.   Your full deposit will be refunded at the time of graduation.  If you are a

current COOP member as undergradates, please submit a "notification of change (Henko

Todoke)" and update your status as graduates.

How to Apartment Hunt the Smart Way.

加入をご希望の場合は，QRコードより資料請求を行ってください。
（出資金はご卒業の際にお返しします。）
すでに東工大生協に加入している方は，同じくQRコードより
「所属の変更手続き」を行なってください。
お住まい（アパート・マンション）をお探しの方

If you need help or notice strangers or activities on campus that warrant suspicion, contact the Institute

immediately.

Ookayama Campus

　Student Support Division: 03-5734-3011 (Taki Plaza, B1)

　Campus Security Center: 03-5734-3119

Suzukakedai Campus

　Student Support Division: 045-924-5935 (J1 Bldg., Fl 1)

Campus Security Center: 045-924-5119

入学時健康診断を保健管理センターで行います。
事前のWEB予約と問診票回答が必要です。
場所： 保健管理センター大岡山
日時： 2021年10月13日（水）～10月14日（木）
E-mail：hokenkanri@jim.titech.ac.jp
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博士向け奨学金（フェ
ローシップ）

Scholarship for
Doctoral Students

(Fellowship)

オリエンテーション

Orientation

主にオンライン上で各コース等オリエンテーションが実施されます。実施スケジュールについ
ては、下記URLにて周知いたします。
ページ下段の「新入生オリエンテーション一覧」を9月15日以降は随時確認するようにして
ください。（注意：入学式開催日以前に実施するものもあります。）

※当該ページは「国際大学院プログラム入学手続き案内」のWEBページと記載されております
が、9月新入生全員を対象としたページとなりますのでご参照ください。

【URL】https://www.titech.ac.jp/student/students/international-
student/enrollment-procedure

Orientation for each course is mainly conducted online. The implementation schedule will

be announced at the following URL.

Please check the "New Students Orientation Schedule" at the bottom of the page at any

time after September 15th. (Note: Some are held before the entrance ceremony date.)

* This page is described as the "Enrollment Procedure for IGP Students" WEB page, but

please refer to it as it is for all new students in September.

【URL】https://www.titech.ac.jp/english/student/students/international-student/enrollment-

procedure

博士後期課程学生を対象とした給付型奨学金「東京工業大学高度人材育成博士フェローシッ
プ」制度のご案内です。本学の博士後期課程学生の新入生（国費留学生、政府派遣留学生等除
く）を対象としています。応募要件等をよく確認の上、申請するようにしてください。

"Tokyo Tech Advanced Human Resource Development Fellowship for Doctoral Students" is

a grant type scholarship for new doctoral students (excluding MEXT Scholarship students,

recipients of overseas government scholarships, so on). Please check the application

requirements carefully before applying.
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