令和2年度9月 大学院新入生オリエンテーション一覧
【For New Students entering in September 2020】 Orientation Schedule
【全体オリエンテーション New Student Orientation】
開催場所 Place/Zoom
開催日
Date

開始時間
Time

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

対象
Master/Dr.

備考
Notes

新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のためHPへの資料掲載のみとし
ます。資料を下記URLからダウンロードしてください。
大学院新入生オリエンテーション
Orientation for New Students

修士・博士
Master/Doctor

https://www.titech.ac.jp/enrolled/international_student/pdf/orientation_document.pdf

Canceled to prevent the spread of COVID-19. Please download the material
from the website at
https://www.titech.ac.jp/enrolled/international_student/pdf/orientation_document.pdf

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

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。
http://js.ila.titech.ac.jp/~web/index.html
Canceled to prevent the spread of COVID-19. Please download the material
from the below site at

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/
なお，一部のキャリア科目の初回講義にて，履修方法等についての説明を行
います。
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 COVID-19 pandemic makes it impossible to hold face-to-face
orientations of career development courses for newly-enrolled graduate
students. In the interim, you should visit the following URL to download the
documents prepared for the orientations.
https://www.titech.ac.jp/enrolled/career/career_education/
The IIDP will give short orientations, including registration, graduate
attributes, and so on, in the first classes of a few career development
courses.

【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。Please contact with your school office or your academic supervisor for details.
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

数学コース
Mathematics

理学院
Science

修士・博士
Master/Doctor

備考
Notes
オリエンテーションの資料を下記URLに掲載しますので，各自ダウンロードして
熟読してください。
http://www.math.titech.ac.jp/
Students are asked to download the handouts of the orientation from the
website:below and read them carefully:
http://www.math.titech.ac.jp/

物理学コース
Physics

修士・博士
Master/Doctor

オリエンテーションは行いません。代わりに説明会のスライドを送りますので、
コース主任宛にメールで連絡ください（phys-grchair@phys.titech.ac.jp）。よく読
んで、質問があればコース主任宛お尋ねください。
The orientation will not be held. Instead, we will send you the slides of the
presentation. Please contact us, the Head of the Graduate Major in Physics,
by email (phys-grchair@phys.titech.ac.jp). Read them carefully and ask us if
you have any questions.

化学コース
Chemistry

修士・博士
Master/Doctor

所属研究室にて
Will be annouced by your Lab

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

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。必要な情報については指導教
員に問い合わせてください。
The department orientation for new graduate students will not be held..
Please contact your academic advisor for further detail.

機械コース
Mechanical Engineering

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

工学院
Engineering

対象
Target

電気電子コース
Electrical and Electronic
Engineering

修士・博士
Master/Doctor

9月28日
Sep.28

13：00

指定しない
Not specified

機械コース学内限定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
The orientation for new students is provided via a video which is available at
the campus-only 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

修士・博士
Master／Doctor

ZoomによるWEB説明会とします。アクセスするためのURLは当日12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 12:00 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.

修士・博士
Master/Doctor

資料の配付を主に、Zoomによる説明会も予定しています。詳細は下記のウェ
ブサイトをご覧ください。
Distribution of orientation information from supervisors or the course
website, as well Zoom meeting, will be arranged. Refer to the website bellow.
https://www.ee.e.titech.ac.jp/rbsrHhxQ6Cyn3sk9wEKZ/guidance.pdf

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

対象
Target

備考
Notes

情報通信コース
Information and
Communications
Engineering

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。
We will not hold a department orientation for newly enrolled students.
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

The orientation will not be held. Necessary information will be given via your
supervisor and also by e-mail.
オリエンテーションは実施しません．必要な情報は研究室の指導教員経由で，
または電子メールを用いて連絡します．

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，指導教員を通じて電子ファイルでお送りします．
The orientation has been cancelled to prevent any spread of the coronavirus
infection.
The electronic version of the guidance will be sent to you from your
supervisor at a later date.

応用化学コース
Chemical Science and
Engineering

修士・博士
Master/Doctor

物質理工学院
Materials and
Chemical
Technology

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

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

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

オリエンテーションは開催しません。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。
The orientation will not be held. The handouts will be distributed by
supervisors. Freshmen should contact their supervisor for the guidance of
your study.

14:00-15:40

https://zoom.us/j/935159
57983?pwd=Rzh6NkV1eGJ
tdDJzMnc2SjJQdXViZz09
meeting ID: 935 1595 7983
passcode: 0N..&e$vCV

master/doctor

The slides are available at the following URL:
http://local.c.titech.ac.jp/student/doku.php
(Accessible only from the campus network)

14:00-15:40

https://zoom.us/j/935159
57983?pwd=Rzh6NkV1eGJ
tdDJzMnc2SjJQdXViZz09
meeting ID: 935 1595 7983
passcode: 0N..&e$vCV

master/doctor

The slides are available at the following URL:
http://local.c.titech.ac.jp/student/doku.php
(Accessible only from the campus network)

9/30

14:00-15:40

https://zoom.us/j/935159
57983?pwd=Rzh6NkV1eGJ
tdDJzMnc2SjJQdXViZz09
meeting ID: 935 1595 7983
passcode: 0N..&e$vCV

master/doctor

The slides are available at the following URL:
http://local.c.titech.ac.jp/student/doku.php
(Accessible only from the campus network)

9月30日
Sep.30

15:00～16:00
16:00～17:00

Zoom開催

修士 Master
博士 Doctor

9/30

9/30

国際大学院プログラム
（A),(C)
IGP(A) , (C)

オンラインで開催予定です。詳細は前日までにメールにてご連絡します。
It will be held online. Details will be sent by email the day before.
国際大学院プログラム(A),（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 IGP(A),(C) new students, the orientation will not be held and the
information will be distributed via the supervisor.

学院
School

コース
Graduate Major

場所 Place

開催日
Date

開始時間
Time

建築学コース
Architecture and Building
Engineering

10月1日
Oct. 1

13：15

★

緑が丘６号館緑が丘ホール
Midorigaoka hall, Midorigaoka
Bldg. 6

土木工学コース
Civil Engineering

30th Sep.

17:15JST

●

Zoom

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

都市・環境学コース
Urban Design and Built
Environment
環境・社会
理工学院
Environment
and Society

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

9月30日
Sep. 30

16:30-17:30

社会・人間科学コース
Social and Human Sciences

9/30

14:00

Zoomによるオンライン方式
Online (Zoom Meeting)

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

エネルギーコース
Energy Science and
Engineering

9月30日
Sept. 30

13:30～

15:00～
16:00

修士・博士
Master/Doctor

For details such as the Zoom address for it, please ask your supervisor.

修士・博士
Master/Doctor

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.)

修士・博士
Master/Doctor

登録者にオリエンテーション用のZoomリンク情報をメールで連絡しますので、
下記サイトの案内にしたがって事前に登録をして下さい。
https://www.tse.ens.titech.ac.jp/gedes/2020/orientation-fall-2020/
または、http://www.tse.ens.titech.ac.jp/gedes/
Zoom link for attending the orientation will be sent in advance to registered
students by e-mail. Please visit the site below for the registration.
https://www.tse.ens.titech.ac.jp/gedes/2020/orientation-fall-2020/
or http://www.tse.ens.titech.ac.jp/gedes/

修士・博士
Master/Doctor

現在、実施方法を検討中です。入試時のメールアドレスに9月25日までに連絡
します。
Details will be emailed to the address registered for the entrance examination
by September 25th.

修士
Master

Zoomによるオンライン開催
Online (Zoom Meeting)

ライフエンジニアリングコース
Human Centered Science
and Biomedical Engineering

9月30日
Sept. 30

デザイン分野の学生には，左記の通り，開催する．
Students of design group sould attend the orientation.
そのほかの学生には，研究室において個別対応する．
For anothe students, the orientation will be held by the laboratory unit.
Please contact your academic advisor.

Zoomによる開催
On Zoom

複合系
エンジニアリングデザイン
コース
Interdisciplinary コース
graduate majors Engineering Sciences and
Design

原子核工学コース
Nuclear Engineering

備考
Notes

(内部進学者を除く）博士
Doctor (excluding internal ZoomのURLは事前に田町環境・社会理工学院事務グループにお問い合わせ
students)
ください。田町環境・社会理工学院事務グループ <ens.tam@jim.titech.ac.jp>

イノベーション科学コース
Innovation Science
2020/10/
10:40-12:20
3
技術経営講究
Oct.3
F1(共通ゼミ）の第
一回講義時に行う

対象
Target

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

Please contact in advance to obtain the Zoom URL.
Contact:School of Environment and Society Tamachi Administration Group
E-mail : ens.tam@jim.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ため、オリエンテーションは
Zoomにて行います。9/30の13:30からを予定しており、Zoomアクセス情報等
は、指導教員を通じて配布します。また当日オリエンテーション視聴ができない
方は、下記のエネルギーコースホームページよりご覧頂けます。
http://www.energy.titech.ac.jp/internal/application/index.html
The Energy Course orientation will be held by Zoom (web communication
tool) due to the COVID-19 matter. The course is planning to have the
presentation at 1:30 pm on September 30, 2020. The detail including the
access information will be provided by your supervisor. The recording file will
be available in the following Energy Course homepage for those who are
absent from the on-site presentation.
http://www.energy.titech.ac.jp/internal/application/index.html

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しま
せん。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 will not be held. 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10月1日以降
http://www.hcb.titech.ac.jp に掲載します。
Canceled to prevent the spread of COVID-19. The handouts will be uploaded
on the following website after October 1.
http://www.hcb.titech.ac.jp

修士・博士
Master/Doctor

Zoomによる中継を予定。オリエンテーションのZoomアドレスは後で通知しま
す．
By Zoom Distributed. The Zoom address of the orientation will be notified
later.

【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

開始時間
Time

10月12日
Oct. 12

13:30～14:30

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

対象
Target

備考
Notes
■参加申込/Sign up here：

Zoom開催 *使用言語：英語
On Zoom *Language: English

修士
（全学院・コース）
Master
(All Schools)

リーダーシップ教育院
Tokyo Tech Academy for Leadership
10月16日
Oct. 16

18:15～19:15

Zoom開催 *使用言語：日本語
On Zoom *Language: Japanese

(URL: https://forms.gle/TroaB7YbKFsVY2HN7)
■詳細はリーダーシップ教育院ウェブサイト参照。Please see our website for
details.
*両日共、質疑応答の時間を設けます。日本語、英語、どちらでも質問を受け
付けます。
*There will be a Q&A session on both days. Questions in English and
Japanese will be accepted for each session.

