２０２１年度入学式，新入生各種オリエンテーション，その他行事日程について（2021/4/01版）
※本 PDF は以下のページに掲載されています。日程等は変更になる可能性があります。変更が
ある度に更新しますので，最新情報を以下のページで必ず確認してください。
https://www.titech.ac.jp/enrolled/news/2021/049117.html
＜変更箇所＞ 赤字で記載しています
2021/3/29 ⑤学院別オリエンテーション・学院別新入生セミナーの情報理工学院に追記
2021/3/31 ③新入生総合オリエンテーションの終了予定時間を変更
⑤学院別オリエンテーション・学院別新入生セミナーの環境・社会理工学院に追記
⑤学院別オリエンテーション・学院別新入生セミナーに各学院の問合せ先を追記
2021/4/01 問合せ先を変更
④学生証，所属クラス通知書，通学定期購入証明書，新入生資料の配布の(２)注意事項に追記

①行事予定一覧
日にち
内容
３月２８日（日）～
新入生健康診断
３１日（水）

時間及び場所
入学手続説明書「その他 ２．新入生の健康診断実施日
程」参照

新入生総合オリエンテーション

③参照

学生証等配付

④参照

４月１日（木）～
４月７日（水）

必修教科書・教材販売会

入学手続説明書「その他 ４．生協・共済加入および教
科書・教材の販売について」参照。
※大岡山キャンパスでの販売を予定していましたが，
オンラインサイト販売（配送）のみに変更となりまし
た。4/1-4/7に注文してください。詳細は，以下の教科
書販売サイトをご参照ください。
https://kyoukasho.univ.coop/titech/

４月２日（金）～
４月６日（火）

学院別オリエンテーション，
学院別新入生セミナー

⑤参照

４月５日（月）

入学式

②参照

４月１日（木）

４月６日（火）～
４月７日（水）

授業を履修するためには，学生証を使って，東工大メー
ルアドレスを取得し，本学の情報システムにアクセス
する必要があります。下記の２日間，情報ヘルプデス
クが開設されますので，マニュアルだけでは各種登録
が不安な方は是非ご利用ください。
開設場所: 大岡山キャンパス
学術国際情報センター3階演習室
開設時間: （4/6，4/7両日ともに）
10:40～12:20，14:20～16:00
4月12日（月）からの第１回授業開始前に履修申告を行
う必要があります。詳細は，4月1日新入生総合オリエ
ンテーションなどでご案内します
教員免許状を取得希望の学生は，必ず参加してくださ
い。
14:30～15:30 Zoom で開催
参加するには事前エントリーが必要です，教職 Web
ページを参照して下さい。
http://www.tp.hum.titech.ac.jp/
オンラインで実施します。
詳細は，4 月 1 日又は 4 月 2 日に学生証とともに配布
される資料一式に封入されているガイダンス案内チラ
シをご確認ください。ユニットごとに指定された日時
の回（1 回約 50-90 分）にご参加ください。

情報ヘルプデスク開設

４月６日（火）9:00
～
前学期履修申告期間
4月23日（金）13:00

４月７日（水）

教職課程オリエンテーション

４月７日（水）～
４月９日（金）

学修コンシェルジュによる
学士課程新入生ガイダンス
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４月１０日（土）

授業開始

１年次授業科目の授業開始日は，4月12日（月）

４月１４日（水）

新入外国人留学生
オリエンテーション

14：20～
場所は 4 月に留学生にメールで連絡します。

②入学式
開催日時： 2021年４月５日（月）11時開式
※新型コロナウイルス感染症対策のため，各学院の代表者，役員等のみで執り行います。代表者以外の新入生並びに
ご家族等の参列はできませんので，本学 YouTube 公式チャンネルでのライブ配信をご視聴願います。詳細は以下の
サイトに掲載しております。急遽開催方法を変更する可能性もあるので，必ず最新情報を確認してください。
http://www.somuka.titech.ac.jp/soumka/R3/202104entranceceremonyforstudents.pdf

③新入生総合オリエンテーション
大学生活のスタートにあたり，東工大生として知っておいていただきたい情報をお伝えする予定です。
可能な限り参加してください。なお，参加には事前登録が必要ですので，忘れずに登録してください。
日

時：

2021年4月1日（木） 10時開始

（終了予定12時10分頃 12時25分頃）

開催方法： オンライン（zoom）開催
内

容：

学長挨拶，本学の教育システム，教務関係ガイダンス，オンライン授業受講の準備，
大学生活について，など

参加方法： 事前登録制
・前期日程試験合格者の方は，入学許可書に同封されているご案内に従って，事前登録をお願いします。
・前期日程試験合格者以外の方は，web 回答いただいたメールアドレスあてに，3月22日（月）以降にメー
ルでご案内をお送りします。3月23日（火）までにメールが届かない場合は，教務課学務グループ
（kyo.gak@jim.titech.ac.jp）あてにご連絡ください。
※当日の資料は，以下の URL に掲載予定です。また，当日参加できなかった方のために，オリエンテーション実施後，
準備ができ次第，当日の動画を一定期間掲載する予定です。ただし，総合オリエンテーションでは，４月12日からの
授業履修に必要な各種登録方法など，重要な情報が盛りだくさんですので，参加できない場合には，４月２日（金）
までに各自必ず資料を読んでおいてください。
https://www.titech.ac.jp/enrolled/news/2021/049117.html
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④学生証，所属クラス通知書，通学定期購入証明書，新入生資料の配布
（１）日時及び場所
所属学院

日にち

理学院

４月１日（木）

工学院

４月１日（木）

物質理工学院

４月１日（木）

情報理工学院

４月１日（木）

生命理工学院

４月１日（木）

環境・社会理工学院 ４月２日（金）

学籍番号別の時間
21B00001-21B00500 13:45-14:30
21B00501-21B01000 14:30-15:15
21B01001-21B02000 15:15-16:00
21B10000-21B11200 13:45-14:30
21B11201-21B12400 14:30-15:15
21B12401-21B14000 15:15-16:00
21B20000-21B20600 13:45-14:30
21B20601-21B21200 14:30-15:15
21B21201-21B22000 15:15-16:00
21B30000-21B30300 13:45-14:30
21B30301-21B30600 14:30-15:15
21B30601-21B31200 15:15-16:00
21B40000-21B40500 13:45-14:30
21B40501-21B41000 14:30-15:15
21B41001-21B42000 15:15-16:00
学院別オリエンテーション終了後，
以下の順番で配布致します。
①21B50001-21B50300
②21B50301-21B50600
③21B50601-21B50900
④21B50901-21B51200
⑤21B51201-21B70000

場所
Taki Plaza 地下2階

Taki Plaza 地下2階

70周年記念講堂

西9号館2階

西9号館2階

70周年記念講堂

（２）注意事項
・
『学生証』
，
『所属クラス通知書』，
『通学定期券購入証明書』のほか，学修案内，立志プロジェクトガイドブックなど
の新入生資料などを配布します。入学後すぐに必要なものですので，可能な限り受取りに来てください。
・当日は，必ず『新入生交付書類引換証』を持参してください。この書類を提出しないと，学生証はお渡しできませ
ん。学生証は新入学生本人のみへの交付とし，代理人への交付は一切行いませんのでご注意ください。
・混雑を避けるため，学籍番号で時間を区切ります。学籍番号で指定された時間にどうしても学生証等を受け取れな
い場合は，上記時間内の任意の時間に受け取りに来てください。
・在学証明書が必要な方は，
『学生証』を受け取った後，４月２日（金）10時以降に証明書自動発行機（Taki Plaza 地
下１階，東工大蔵前会館（TTF）２階）により発行してください。
（参考：証明書自動発行機について）https://www.titech.ac.jp/enrolled/certificates/automatic.html
・通学定期券購入証明書は，証明書自動発行機で発行せず，このときに交付したものを使ってください。
・２０２１年度は住所が決まっていない方にも，上記の日時に学生証を交付します。教務 Web システムにログインで
「入学関係書
きるようになったら，教務 Web システムの学生基本情報登録より，変更後の住所を登録してください。
類の提出」を行う時までに住所が決まっていない方で，
○３月３１日（水）17時までに住所が決まった方：
３月３１日（水）17時までに教務課学務グループに申し出れば，上記の日時に『学生証』を交付します。
○３月３１日（水）17時を過ぎても住所が決まっていない方，住所が決まっても３月３１日（水）17時までに申し出
なかった方：
上記の日時に『学生証』を交付できません。後日，住所が決定次第，教務課学務グループへ申し出てください。そ
の申し出と引き換えに学生証を交付します。
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⑤学院別オリエンテーション・学院別新入生セミナー
【理学院】理学院お問合せ先：science@fresh.titech.ac.jp
日時
4月2日（金）

行事内容

新入生セミナー

●オンライン開催
※参加方法は，入学許可書に同封のご案内を参照してください。
※①及び②ともに同内容。都合の良い方に参加してください。
●実施内容：系及び研究室紹介など

オリエンテーション

●オンライン開催
※参加方法は，入学許可書に同封のご案内を参照してください。
●実施内容：学院長，初年次担当主任挨拶，アカデミック・ア
ドバイザー紹介，クラス別オリエンテーションなど

①13:40-14:25
（集合13:40）

実施内容等

②14:35-15:20
（集合14:35）
4月5日（月）
15:00-16:00
（集合15:00）

【工学院】工学院お問合せ先：eng@fresh.titech.ac.jp
日時

4月2日（金）
11:00-12:00
（集合11:00）

4月2日（金）
13:00-15:00
（集合13:00）

行事内容

実施内容等

オリエンテーション

●オンライン開催
※工学院新入生向けサイト（入学手続き書類に同封されている「PC
購入のお願い」の裏面参照）から，3月31日までに参加登録をして
ください。
●実施内容：副学院長挨拶，履修説明，各系の説明など

新入生セミナー

●オンライン開催
※工学院新入生向けサイト（入学手続き書類に同封されている「PC
購入のお願い」の裏面参照）から，3月31日までに参加登録をして
ください。
●実施内容：学院長挨拶，先輩学生アドバイス，新入生自己紹介，
ミニ講義など

【物質理工学院】物質理工学院お問合せ先：material@fresh.titech.ac.jp
日時
4月2日（金）
13:30-14:30
（集合13:15）

行事内容

オリエンテーション

（オリエンテー

①14:45～15:45
②16:00～18:00

●対面開催
●実施場所：大岡山キャンパス 70周年記念講堂
●実施内容：学院長挨拶，系主任挨拶，各系の紹介，
クラス担任紹介，初年次専門科目等授業説明，
アカデミック・アドバイザーの説明
●対面開催
●実施場所：大岡山キャンパス

4月2日（金）
ション終了後）

実施内容等

新入生セミナー

①西講義棟１ W521，W541講義室
西講義棟２ W611，W621，W631，W641講義室
②70周年記念講堂
●実施内容：①クラス懇談会，②卒業生による特別講演
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【情報理工学院】情報理工学院お問合せ先：computing@fresh.titech.ac.jp
参加方法は3/29（月） 17:00までに連絡いたします。連絡のない場合は、情報理工学院新入生サポートデスクcomput
ing@fresh.titech.ac.jpまでGmailなど（携帯メール以外）のメールで連絡ください。
日時
4月2日（金）
13:00-14:00
（集合12:50）
4月2日（金）
オリエンテー
ション終了後18:00

行事内容

オリエンテーション

新入生セミナー

実施内容等
●オンライン開催
※参加方法等の詳細は，後日連絡します。
●主な内容：初年次主任・系主任からの学院及び系の概要説明
など
●オンライン開催
※参加方法等の詳細は，後日連絡します。
●主な内容：講演会，クラス別懇談会など

【生命理工学院】生命理工学院お問合せ先：bio@fresh.titech.ac.jp
日時

行事内容

4月5日（月）
13:00-14:10
（集合12:50）

オリエンテーション

●オンライン開催
※参加方法は，入学許可書に同封のご案内を参照してください。
●主な内容：学院案内，履修上の注意，系所属案内など

保護者説明会

●オンライン開催
※参加方法は，入学許可書に同封のご案内を参照してください。
●主な内容：学院案内，進級・進学・就職などの学修上の留意点，
質疑応答など

新入生セミナー

●対面開催
●実施場所：すずかけ台キャンパス J2棟
J221，J231，J232，J233，J234講義室
●主な内容：学院説明，１年次専門科目紹介，学修ポートフォ
リオの説明と記入実習，授業カリキュラム作成に
ついて，系所属について，班別行動など
●持ち物：可能であればノートパソコンを持参してください

4月5日（月）
13:30-14:30

4月6日（火）
13:15-16:00
（集合13:05）

実施内容等

【環境・社会理工学院】環境・社会理工学院お問合せ先：ens@fresh.titech.ac.jp
4/2開催の環境・社会理工学院のオリエンテーション・新入生セミナーの資料および動画等は後日以下のwebページか
らダウンロードできます。欠席した人は必ず，出席した人でも聞き漏したことがあれば，オリエンテーションの内容
を確認してください。 http://quake.enveng.titech.ac.jp/fresh_doc_2021/
なお，今後，学院からみなさんへの連絡事項をこのページに掲載することがあります。
日時

4月2日（金）
10:00-11:00
（集合9:45）

行事内容

オリエンテーション
（新入生セミナー含
む）

実施内容等
●対面開催
●実施場所：大岡山キャンパス 70周年記念講堂
●主な内容：学院長挨拶，各系主任の挨拶と系紹介，
倫理教育について，
「環境・社会理工学院リテシ」ガイダンス，
クラス名簿配付，
アカデミック・アドバイザー制度の紹介など

⑥キャンパスマップ
大岡山：https://www.titech.ac.jp/maps/ookayama/
すずかけ台：https://www.titech.ac.jp/maps/suzukakedai/
（問合せ先）教務課学務 GP(gak.nyutetsu@jim.titech.ac.jp)
（問合せ先）新入生 Welcome 相談窓口を開設しました。質問の内容毎に窓口が異な
りますので，以下の URL から該当する窓口にお問い合わせください。
https://www.titech.ac.jp/enrolled/counseling/welcome.html
ご不明な点がございましたら，教務サポートデスク
(kyomu@fresh.titech.ac.jp)へ，ご連絡ください。
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