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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。
※必ずご一読ください。

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

Students and their Personal Guarantor or Contact Person.

※ Please read carefully.

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/enrolled/international_student/pdf/en_tyokirisyu.pdf
<制度詳細>
http://www.titech.ac.jp/kyoumu/procedure/pdf/procedure/choki_seido.pdf

令和３年度４月入学式〔４月５日（月）〕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 April 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：学生支援センターバリアフリー支援室　80周年記念館１階
　　　　　03-5734-2989　平日10：30～17：00
　　　　　barrierfree@jim.titech.ac.jp

To ensure that students with disabilities have access to education and university life at

Tokyo Tech, our coordinator helps provide support and services catered to individual

needs.

Location :  80th Anniversary Hall, Floor 1

Office hours : 10:30–17:00 on weekdays

Email : barrierfree@jim.titech.ac.jp
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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）

留学生向け
奨学金

Scholarships

for

International

Students

・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。
・新規募集が更新された場合は，「在学生の方向けのお知らせ
（https://www.titech.ac.jp/enrolled/news/tuition/）」に掲載されます。
・問い合わせ先：https://www.titech.ac.jp/enrolled/tuition/jasso/contact.html

・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、
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。

留学生向けの民間財団の奨学金には大きく分けて2種類あり、一つは、大学からの推薦を必要
とする奨学金、もう一つは、大学の推薦なしで直接申請できる奨学金です。詳細は大学の
ウェブサイトにてご確認下さい。

Privately-funded scholarships are divided into two types: one requires a university's

recommendation, and the other requires no recommendation.

For details please check our website.

Taki Plaza 地下1階において、学修コンシェルジュが、
修学に関する問い合わせを、対面もしくはメールで受け付けています。

場所： Taki Plaza 地下1階
日時： 月曜日から金曜日の10:00～17:00
E-mail：concierge.info@jim.titech.ac.jp

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

B1 level of Taki Plaza. Email consultation is also available.

Student Life Coach Consultation Office

Location： Taki Plaza, B1 level

Office hours: 10:00–17:00 on weekdays

Email: concierge.info@jim.titech.ac.jp

他大学から進学した大学院新入生対象のガイダンスを
3/31、4/3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 March 31 &

April 3.

Please scan the QR code on the right and check the information!
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学生一般
定期健康診断

Annual

Medical

Checkup

NO! CULT
カルト宗教に
気をつけて
ください！

Beware of

Cults

感染症予防
について

Prevention of
Infectious
Diseases

出身国により予防接種状況が異なる背景や，本学の感染症に対するリスク管理の観点から，
入学者選抜試験に合格した入学予定の留学生（日本国内の他大学，高等専門学校及び日本語
学校等出身の留学生を含む）は，入学前の3カ月以内に医療機関で医師が作成した健康診断書
を，原則入学前までにご提出いただくことを推奨します。

To manage the risk of infectious diseases at the Institute, international students (including

those from other domestic universities, technical colleges, and Japanese language schools)

who have passed the entrance exam, are urged to submit the health certificate, prior to

enrolling, signed by a physician in the last three months before enrollment.

We offer annual medical checkup at the time of admission and every spring.  Reservation

and medical questionnaire online should be completed in advance.

Date&Place：

Apr. 7- Apr. 9　 @ Ookayama Health Support Center

Apr. 19- Apr. 20 @ Suzukakedai Health Support Center

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地下1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

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 level)
　Campus Security Center: 03-5734-3119

Suzukakedai Campus

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

     Campus Security Center: 045-924-5119

入学時と春に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/すずかけ台
日時： 2021年4月7日～4月9日　　 ＠大岡山
　　　 2021年4月19日～4月20日　＠すずかけ台
E-mail：hokenkanri@jim.titech.ac.jp
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	入学手続き関係

