令和2年度４月 大学院新入生オリエンテーション一覧
New Master and Doctoral Students Orientation Schedule in Spring 2020
【全体オリエンテーション New Students Orientation】
開催日
Date

開始時間
Time

場所 Place

対象
Target

★：大岡山 O-okayama Campus
☆：すずかけ台 Suzukakedai Campus

修士・博士
Master/Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。資料は
HPに記載しますので,以下URLを参照してください。
https://www.titech.ac.jp/enrolled/news/2020/046543.html
The orientation has been cancelled to prevent infection from the novel
coronavirus. The handouts will be upload on the following website.
https://www.titech.ac.jp/english/enrolled/news/2020/046544.html

International Students
Master/Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。資料は
HPに記載しますので,以下URLを参照してください。
http://js.ila.titech.ac.jp/~web/index.html
The orientation has been cancelled to prevent infection from the novel
coronavirus. The handouts will be upload on the following website.
http://js.ila.titech.ac.jp/~web/index.html

大学院新入生オリエンテーション
Orientation for New Students

留学生オリエンテーション
Orientation for International Students

備考
Notes

中止しますが、履修上の手続きを含む重要な説明が含まれるため、学生は必
ずこのオリエンテーション内容を把握する必要があります。
どのような方法で皆さんにオリエンテーション内容を提供するかどうかも含め、
最新情報については別紙「修士新1年生へ 文系教養科目履修上の注意」お
よび専用サイト「文系教養科目案内」http://bunkei.ila.titech.ac.jp/を確認してく
ださい。
文系教養科目オリエンテーション
Orientation for Humanities and Social Science
Courses

修士
Master

キャリア科目オリエンテーション
Orientation for Career Development Courses

修士・博士
Master/Doctor

The orientation will be cancelled. However, students are required to
understand the contents of this orientation, because it contains important
instructions, such as procedures for taking Humanities and Social Science
courses.
For the latest information, including how to provide the orientation, please be
sure to read another flyer "ATTENTION: All first-year Master's degree
students; Important notice concerning Humanities and Social Science
Courses" and check the website of Humanities and Social Science Courses.
http://bunkei.ila.titech.ac.jp/
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止し，資料はHPに
掲載します。以下URLを参照してください。
https://www.titech.ac.jp/enrolled/career/career_education/

【コース別オリエンテーション Orientation by Graduate Major 】
◎詳細については，各コース・指導教員にお問い合わせください。既に案内が配られている場合は，案内をご参照ください。
学院
School

コース
Graduate Major

開催日
Date

開始時間
Time

場所 Place

対象
Target

備考
Notes

修士・博士
Master/Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。
オリエンテーションの配布資料を下記URLからダウンロードしてください。
http://www.math.titech.ac.jp/
The orientation will not be held to prevent any spread of COVID-19 infection.
Students are asked to download the handouts of the orientation from the
website:
http://www.math.titech.ac.jp/

西9号館W933講義室
W933, West Bldg. 9

修士・博士
Master／Doctor

①前半：日本語，②後半：英語で説明を実施します。
※中止または延期の可能性もあります。ホームページ
http://info.phys.sci.titech.ac.jp にて連絡します。
①Japanese explanation will be given in the former half, ②English in the
latter half.
※The orientation might be cancelled or postponed. This will be announced
on the web page: http://info.phys.sci.titech.ac.jp
4月3日に予定していました物理学コースのオリエンテーションは中止いたしま
す。説明会のスライドは、4月3日以降にホームページ（
http://info.phys.sci.titech.ac.jp ）からダウンロードしてください。後日説明会を
開催する場合には、このホームページ（ http://info.phys.sci.titech.ac.jp ）およ
び電子メール（@m.titech.ac.jp）でお知らせします。
The orientation scheduled on 3rd April is cancelled. Please download the
slide of the presentation from this website ( http://info.phys.sci.titech.ac.jp )
on 3rd April or later. When the orientation is held later, the students are
notified at this site ( http://info.phys.sci.titech.ac.jp ) and by email
(@m.titech.ac.jp).

各研究室にて
At each Labolatory

修士・博士 ※
Master/Doctor ※

※エネルギーコースを含む，化学系の学生，全員が対象です。
エネルギーコースの学生は，エネルギーコースも参照すること。
※All the students of Department of Chemistry including those of Energy
Science and Engineering Course are expected to attend this orientation.
The students of Energy Science and Engineering Course should also see
their own course.

修士・博士
Master／Doctor

ZoomによるWEB説明会とします。アクセするためのURLは当日13時までに，
m.titech.ac.jp宛てに送ります。メールを受信できない場合には，開始までに指
導教員に問い合わせること。
Course orientation is held on Zoom via internet. URL to access the
orientation will be informed by 13:00 to an e-mail address on the
"m.titech.ac.jp" domain. If the titech domain is not available, ask the URL to
your supervisor.

★大岡山 O-okayama Campus
☆すずかけ台 Suzukakedai Campus

数学コース
Mathematics

物理学コース
Physics

4月3日
Apr. 3

化学コース
Chemistry

4月2日
Apr. 2

① 10：10～11:10
★
② 11:10～12：10

理学院
Science

地球惑星科学コース
Earth and Planetary
Sciences

4月3日
Apr. 3

10：00～

★

指定しない
Not specified

14：30～15：30

機械コース
Mechanical Engineering

修士・博士
Master/Doctor

システム制御コース
Systems and Control
Engineering

修士・博士
Master/Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。
The orientation has been cancelled to prevent infection from the novel
coronavirus.

修士・博士
Master/Doctor

【変更】
4月1日に予定していた資料配付は中止します。
指導教員と連絡をとり、所属研究室で資料を受けとって下さい。あるいは、下
記ウェブサイトを参照ください。
Distribution of handouts scheduled on April 1 has been canceled. Please
contact your supervisor to get information. Or refer to the website below.
https://www.ee.e.titech.ac.jp/rbsrHhxQ6Cyn3sk9wEKZ/guidance.pdf

★

工学院
Engineering

機械コース学内ホームページに掲載するオリエンテーション動画をダウンロー
ドし、視聴してください。視聴が困難な場合は、指導教員にお問い合わせくださ
い。
掲載ページURL：http://www.mec.mech.e.titech.ac.jp/internal/index.html

電気電子コース
Electrical and Electronic
Engineering

4月1日
Apr. 1

大岡山南3号館2階第１会議室
201, 2F, South Bldg 3

14：00～17：00
☆

すずかけ台G2棟5階506号室
506, 5F, G2 Bldg., Suzukakedai

The orientation for new students is provided via a video which is avalable at
an internal website of our major as below. Please consult with your
supervisor if you have a problem in viewing.
Download URL: http://www.mec.mech.e.titech.ac.jp/internal/index.html

学院
School

物質理工学院
Materials and
Chemical
Technology

コース
Graduate Major

開催日
Date

開始時間
Time

場所 Place

対象
Target

備考
Notes

情報通信コース
Information and
Communications
Engineering

修士・博士
Master/Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から，系全体でのオリエン
テーションは開催しません。
研究室ごとにガイダンスを行いますので，日時等について，指導教員へ各自
問い合わせてください。
We will not hold a department orientation for new graduate students, in order
to prevent spread of COVID-19.
Each laboratory will hold an orientation instead, and you are advised to
contact your academic advisor for date and location of your orientation.

経営工学コース
Industrial Engineering and
Economics

修士・博士
Master/Doctor

系全体でのオリエンテーションは開催しません。
研究室ごとにガイダンスを行いますので，日時等について，指導教員へ各自
問い合わせてください。
The department orientation for new graduate students will not be held..
Instead, each laboratory will hold an orientation. Please contact your
academic advisor for date and location of the orientation.

材料コース
Materials Science and
Engineering

修士・博士
Master/Doctor

オリエンテーションは新型コロナウイルス感染予防の観点から中止します．
当日の説明資料は，後日，指導教員を通じて学内便でお送りします．
The orientation has been cancelled to prevent any spread of the coronavirus
infection.
We will send you the handouts by Campus Mail at a later date.

★大岡山 O-okayama Campus
☆すずかけ台 Suzukakedai Campus

オリエンテーションは中止します。資料は指導教員から配付します。新入生
は，指導教員に連絡をとって学修の指導を仰いでください。

応用化学コース
Chemical Science and
Engineering

修士・博士
Master/Doctor

The orientation will be cancelled. The handouts will be distributed by
supervisors. Freshmen should contact their supervisor for the guidance of
your study.
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。

数理・計算科学コース
Mathematical and Computing
Science

修士・博士
Master／Doctor

情報理工学院 情報工学コース
Computing
Computer Science

修士・博士
Master／Doctor

知能情報コース
Artificial Intelligence

生命理工学院
生命理工学コース
Life Science
Life Science and Technology
and Technology

修士・博士
Master／Doctor

4月3日
Apr.3

The orientation has been cancelled to prevent infection from the novel
coronavirus.
The orientation handouts will be distributed in the same place Student ID
cards are handed on April 1.
After April 2, you can obtain the handouts at following office.
Ookayama: School of Computing Administration Group (302, 3rd floor, Bldg.
W8-E)
Suzukakedai: School of Computing Administration Group at Suzukakedai (212,
2nd floor, Bldg. G4)
Office Hour : 10:00～16:00 (weekday)
4月1日のオリエンテーション資料の配付は中止します。資料は研究室にて指
導教員より配付します。
Distribution of handouts scheduled on April 1 has been canceled.The
handouts will be distributed by supervisors in laboratory.

博士は開催しません。周知事項等はWeb配信または学内便で配布予定です。
国際大学院プログラム（C)は開催しません。周知事項等は受入教員経由で配
布予定です。
For Doctral new students, the orientation will not be held and the information
will be distributed via Web or Campus mail.
For IGP(C) new students, the orientation will not be held and the information
すずかけ台J2棟 2階 J221講義
修士
will be distributed via the supervisor.
室
☆
Master
4/3(金)13:00～14:30に予定していた修士オリエンテーションを中止します。
Suzukake-dai, J221, 2nd Floor,
(Not for IGP students（C)) オリエンテーションの説明は、資料としてダウンロードするよう、近々にメール
J2 Bldg.
でお知らせします。
The orientation for new students of the Master’s Course of Life Science and
Technology scheduled on April 3 (Fri), 13:00-14:30 at J221 lecture room, 2nd
floor, J2 Bldg., Suzukakedai is to be cancelled.
That the stuff for the orientation will be individually downloaded is also to be
informed by e-mail.

建築学コース
Architecture and Building
Engineering

修士・博士
Master/Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。
The orientation has been cancelled to prevent infection from the novel
coronavirus.

土木工学コース
Civil Engineering

修士・博士
Master/Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。オリエン
テーションで使用予定であった資料をHP等にアップして、質問があれば個別に
対応します。
The orientation has been cancelled to prevent infection from the novel
coronavirus. The handouts will be uploaded on the website. If you have any
questions, we will respond individually.

都市・環境学コース
Urban Design and Built
Environment

環境・社会
理工学院
Environment
and Society

13：00～

オリエンテーションの配付資料は、4月1日（水）の学生証配付時に配付しま
す。学生証配付場所にてお受け取りください。
なお、4月1日に資料を受け取れない場合は，翌日以降下記の窓口で配付しま
す。
大岡山キャンパス：情報理工学院事務グループ（西8号館E棟3階302号室）
すずかけ台キャンパス：情報理工学院事務グループすずかけ台事務室(G4棟
2階212号室)
窓口時間：平日 10：00～16:00

地球環境共創コース
Global Engineering for
Development Environment and
Society

社会・人間科学コース
Social and Human Sciences

開催しない／No Orientation
(※研究室ごとに個別に実施する。各自指導教員へ連絡すること。/ It is held by the laboratory unit. Contact your Academic Supervisor.」)

4月2日
Apr. 2

15：30～

★

西9号館2階ディジタル多目的
ホール
West Bldg. 9, Floor 2, MultiPurpose Digital Hall

修士・博士
Master／Doctor

修士・博士
Master／Doctor

自宅隔離等で出席できない場合はZoomを使って遠隔参加をして下さい。関連
情報はhttps://www.tse.ens.titech.ac.jp/gedes/ に掲載する予定です。
If you can't attend due to self-isolation, please use Zoom to participate
remotely. Related information will be posted at
https://www.tse.ens.titech.ac.jp/gedes/
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。代わり
に、
https://www.tse.ens.titech.ac.jp/gedes/ に掲載予定の資料を参照して下さ
い。
The orientation has been cancelled to prevent infection from the novel
coronavirus. Alternatively, please refer to the handout to be uploaded at
https://www.tse.ens.titech.ac.jp/gedes/

オリエンテーションは研究室ごとに開催します。日時・場所については指導教
員にお問い合わせください。
The orientation will be held by the laboratory unit. Please contact your
academic advisor for date and location of the orientation.

学院
School

コース
Graduate Major

開催日
Date

開始時間
Time

場所 Place
★大岡山 O-okayama Campus
☆すずかけ台 Suzukakedai Campus

イノベーション科学コース
Innovation Science

4月4日
Apr. 4

対象
Target

備考
Notes

博士
Doctor

【修士と（内部進学者を除く）博士共通】
メール連絡のとおり、オリエンテーションは4月4日(土)10:40-12:20に Zoomを
利用して実施します。
欠席する新入生は、4月3日(金)までに、[ info@mot.titech.ac.jp ]宛 その旨連
絡をしてください。
[Master and doctor (excluding internal students)]
As we wrote in our email, the guidance will be held via Zoom on 4 April (Sat)
10: 40-12: 20.
Students who are not be able to attend should send an email to
[info@mot.titech.ac.jp] by 3 April (Fri.) with the subject 'Request
for absence .

田町CIC3階 310号室
Room 310, CIC 3rd Floor
Tamachi campus

10：40～

技術経営専門職学位課程
Technology and Innovation
Management

修士
Master

エネルギーコース
Energy Science and
Engineering

修士・博士
Master／Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から中止します。配付資料
を準備し,コースのホームページに掲載します。不明点は、指導教員またはコー
スにお尋ねください。
The course orientation is cancelled and the orientation documents will be
published in the course website. Ask questions to your supervisors or to the
course.

エンジニアリングデザイン
コース
Engineering Sciences and
Design

修士・博士
Master／Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から会場での開催は中止
します。情報はオンライン掲載とし，詳細はESDコースのウェブサイト
（http://www.esd.titech.ac.jp）で掲載する予定です。
The orientation session on the venue is canceled. The information will be
uploaded online . The detail will be posed on the ESD Website
(http://www.esd.titech.ac.jp).

修士・博士
Master／Doctor

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の観点から開催しません。
ライフエンジニアリングコースのオリエンテーション資料等は4月1日以降
http://www.hcb.titech.ac.jp に掲載します。
The orientation has been cancelled to prevent infection from the novel
coronavirus. The handouts will be uploaded on the following website after
April 1.
http://www.hcb.titech.ac.jp

複合系
コース
Interdisciplinary
graduate majors ライフエンジニアリングコース
Human Centered Science
and Biomedical Engineering

4月2日
Apr. 2

9：30～

★

北1号館1階会議室
Conference Room,
1st Floor North Bldg. 1

修士・博士
Master/Doctor

4月3日
Apr. 3

9：30～

★

北1号館1階会議室
Conference Room,
1st Floor North Bldg. 1

修士・博士
Master/Doctor

原子核工学コース
Nuclear Engineering

4月2日･3日に新入生セミナーが開催されます。両日とも出席が必要です。
Special seminars for new students will be held on April 2 and 3.
Attendance is required on the both days.
4月2日・3日に予定されていたオリエンテーションは中止します。詳細はコース
からメールで連絡します．
The orientation scheduled on April 2 and 3 has been cancelled
Details will be informed from your department by email.

【リーダーシップ教育院オリエンテーション Orientation by Tokyo Tech Academy for Leadership】
開催日
Date

4月27日
Apr. 27

開始時間
Time

場所 Place
★：大岡山 O-okayama Campus
☆：すずかけ台 Suzukakedai Campus

★

南6号館 1階 S611講義室（主会
場）
S611, 1st Floor, South Bldg. 6
(main venue)

☆

J2棟 3階 J234講義室 (中継会
場)
J234, 3rd Floor, J2 Bldg.
(live-streamed)

★

南6号館 1階 S611講義室 (中継
会場)
S611, 1st Floor, South Bldg. 6
(live-streamed)

☆

J2棟 3階 J234講義室（主会場）
J234, 3rd Floor, J2 Bldg.
(main venue)

17：30～18：30

リーダーシップ教育院
Tokyo Tech Academy for Leadership

4月30日
Apr. 30

17：30～18：30

対象
Target

修士
（全学院・コース）
Master
(All Schools)

備考
Notes

新型コロナウィルスの影響により，日程などが変更となる可能性があります。
本教育院ウェブサイトで最新情報をご確認ください。
http://www.total.titech.ac.jp/
The schedule may change due to the situation of the novel coronavirus.
Please see our website for updates.
http://www.total.titech.ac.jp/english/

