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【博士留学生】【修士留学生（外国人特別選考）】 

令和３年３月 
令和３年４月入学 
修士課程・博士後期課程入学試験合格者 殿 
 

東京工業大学 
理事・副学長（教育担当） 

水 本 哲 弥 
 

入学手続について（通知） 
 

 あなたは，令和３年４月入学，入学試験に合格しましたので，下記により入学に関する手

続きを行ってください。 
 
 
 
１．入学手続方法(概要) 

 

 提出書類 提出〆切・方法 詳細 

A ⓪『大学院学生証発行申請書』 別紙「学生証について」を参照 別紙 

B 

 

①-1『【入学料】振替払込受付証明書

貼付用紙』（クリーム色） 

 

①-2（入学料免除・徴収猶予申請者）『免除・

徴収猶予申請受理書【入学料】』 

※国費外国人留学生は①-1，①-2の提出不要 

②『誓書』（クリーム色） 

3月 25日（木）【厳守】 

①・②(写)（PDF等）を下記指定の

メールアドレスに提出 

●理学院/工学院/物質理工学院  

apply.nyugaku.ogu@jim.titech.ac.jp 

●情報理工学院/生命理工学院/ 

環境・社会理工学院 

apply.nyugaku.szgu@jim.titech.ac.jp 

p.4～7 

 

 

 

3月 25 日（木）【厳守】 

入学手続用 Web フォームに必要事項を登録 

https://www.ocans.jp/titech/enquete?eid=oN57ROkz 

C 

②『誓書』（原本） 

③『累加記録』 

④『保証人・連絡先人の届け出について』 

⑤(該当者のみ)『成績証明書』 

・『大学卒業・修了証明書』 

⑥ （氏名訂正の場合のみ）『学籍番号通知

書』 

4月 16日（金） 

同封のピンク色の封筒に入れ，教務

課に郵送で提出 

※②の原本も併せて提出してください。 

 

※提出期限までに来日できない場

合は，来日後の提出で構いません。 

p.8～9 

！注意！下記 Bの手続きを期限までに行わなかった場合，入学を辞退したものとみなします。 

必ず期日までに必要書類を提出し，Webフォームに登録してください。 

もしくは 

※B-1と B-2，両方の手続きを期限

までに必ず行ってください。

 

B-1 

B-2 

mailto:apply.nyugaku.ogu@jim.titech.ac.jp
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D 

⑦『【学研災・学研賠】振替払込請求書

兼受領証貼付用紙』（ピンク色） 

⑧『在留カードコピー貼付用紙』(水

色) 

⑨（入会者のみ）『蔵前工業会入会申込書

兼名簿用紙』 

上記 Cとともにピンク封筒に入れ，

教務課に郵送で提出 

もしくは，右記「詳細」ページに記

載の方法で提出 

※提出期限までに来日できない場

合は，来日後の提出で構いません。 

p.10～

12 

⑩（該当者のみ）『授業料預金口座振替依

頼書』※提出の要・不要については p.13を参照

してください。 

4月 2日(金) 

経理課収入グループに郵送で提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

【 注 意 事 項 】 

〇入学料又は授業料の免除・徴収猶予を申請する者は，同封の「入学料・授業料免除の申請について」に記載されたホー

ムページでの案内をよく確認し，所定の期間内に web上で申請手続きをしてください。 

○入学辞退の場合は同封の入学辞退届を提出してください（メール添付又は郵送）。 

○新型コロナウイルスの感染状況により，自宅待機・来学禁止となる場合があります。下記 HPより常に情報をご確認くだ

さい。 

https://www.titech.ac.jp/enrolled/health/coronavirus.html 

〇入学手続書類の提出先について 

※所属予定の学院によって提出先が異なりますので，ご注意ください。 

・理学院・工学院・物質理工学院の入学予定者 

→教務課大学院グループ 

・情報理工学院・生命理工学院・環境・社会理工学院の入学予定者 

（※技術経営専門職学位課程への入学者含む） 

→教務課すずかけ台教務グループ 

 

 

 

 

理学院・工学院・物質理工学院 

〒１５２－８５５０ 東京都目黒区大岡山２－１２－１ ＴＰ－１０１ 

東京工業大学学務部教務課大学院グループ 

電話：０３－５７３４－７６４２，３００５ FAX：０３－５７３４－３６７４ 

問合せ専用メールアドレス：oo.nyugaku.gu@jim.titech.ac.jp 

Ｂ.『入学手続必須書類』提出専用メールアドレス：apply.nyugaku.ogu@jim.titech.ac.jp 

情報理工学院・生命理工学院・環境・社会理工学院 

〒２２６－８５０３ 横浜市緑区長津田町４２５９番地 Ｊ１－１ 

東京工業大学学務部教務課すずかけ台教務グループ  

電話：０４５－９２４－５９３４ FAX：０４５－９２４－５９７２ 

問合せ専用メールアドレス：suz.nyugaku.gu@jim.titech.ac.jp 

Ｂ.『入学手続必須書類』提出専用メールアドレス：apply.nyugaku.szgu@jim.titech.ac.jp 

 

【 連 絡 先 】 
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２．提出書類一覧 

 
詳細 項

番 
提出書類 

提出 

A 

別紙 
⓪ 大学院学生証発行申請書 ◎ 

B 

p.4～7 

①

-1

＊             

【入学料】振替払込受付証明書貼付用紙（クリーム色） （該当す

る書類ど

ちらか）

◎ 

①

-2 

＊ 

免除・徴収猶予申請受理書【入学料】 

※入学料免除・徴収猶予申請者は①-2をご提出ください。 

② 誓書（クリーム色） ◎ 

C 

p.8～9 

③ 累加記録 ◎ 

④ 保証人・連絡先人の届け出について ◎ 

⑤ 『成績証明書』・『大学卒業・修了証明書』 該当者のみ 

⑥ 学籍番号通知書 氏名訂正時 

D 

p.10～

12 

⑦ 
【学研災・学研賠】振替払込請求書兼受領証貼付用紙（ピン

ク色） 
◎ 

⑧ 在留カードコピー貼付用紙(水色) ◎ 

⑨ 蔵前工業会入会申込書兼名簿用紙 入会者のみ 

⑩ 授業料預金口座振替依頼書 該当者のみ 

＊国費外国人留学生は，①-1と①-2の提出は不要です。 

 

※『◎』は入学者全員が提出する必要がある書類です。 

※提出された書類は修学指導上の理由等以外では使用しません。 

※それぞれの書類については，『詳細』のページを参照してください。 

 

３．入学手続き(詳細) 

 

Ａ．『⓪大学院学生証発行申請書』の提出 

 

 
 

  

学生証（『⓪大学院学生証発行申請書』）については， 

別紙「学生証について」をよく読み，指示に従って手続きしてください。 

（必ず行っていただく必要がある手続きですので，忘れずに手続きしてくだ

さい。） 
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Ｂ．『入学手続必須書類（①・②）』の提出【3月 25日まで】 

 

 

 

B-１．『入学手続必須書類（①・②）』の提出(メール) 

3月 25日までに指定の教務課メールアドレスに提出書類（①・②）の写し（PDF等）を

送付してください。 

 

【提出メールアドレス】 

理学院・工学院・物質理工学院 apply.nyugaku.ogu@jim.titech.ac.jp 

情報理工学院・生命理工学院・環境・社会理工学院 apply.nyugaku.szgu@jim.titech.ac.jp 

 

【メールに必ず明記】 

・件名：「入学手続申請_学籍番号」 

・本文：「学籍番号」，「所属（学院，系，コース等）」，「氏名」 

※必ず正しい「学籍番号」を記載してください。 

  

 上記以外のメールアドレスに提出があった場合，申請を受け付けられない可能性が 

あります。 

 

【提出期限】3月 25日（木）【厳守】 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，メールでの受付となり，募集要項記載の日

付から変更となっていますのでご注意ください。 

 

【提出書類】（写しを PDF等で提出してください。） 

① -1：『【入学料】振替払込受付証明書貼付用紙』（クリーム色） 

または 

① -2：（入学料免除・徴収猶予申請者）『免除・徴収猶予申請受理書【入学料】』 

  ＋ 

②  ：『誓書』（クリーム色） 

 

【提出書類 詳細】 

①-1：【入学料】振替払込受付証明書貼付用紙（クリーム色） 

  ・入学料 282,000円を金融機関窓口で払込み，振替払込受付証明書（お客さま用）を

『【入学料】振替払込受付証明書貼付用紙』の所定欄に貼付してください。（支払い

方法の詳細は p.13へ） 

！注意！ この「B」の手続きを行わなかった場合，入学手続は無効となります。 

     必ず B（B-1と B-2の両方）の手続きを行ってください。 

→②の原本については，Cにおいて提出してください。 

 
 

mailto:apply.nyugaku.ogu@jim.titech.ac.jp


5 
 

①-2：（入学料免除・徴収猶予申請者）免除・徴収猶予申請受理書【入学料】 

  ・入学料免除・徴収猶予 Web 申請時の受付メールを印刷したもの。 

・入学料（又は授業料）の免除・徴収猶予を申請する者は，同封の「入学料・授業料

免除の申請について」に記載されたホームページでの案内をよく確認し，所定の期

間内に web上で申請手続きをしてください。 

 

※入学料免除・徴収猶予申請者は，①-2をご提出ください。①-2は，入学料免除・徴

収猶予を web フォームから申請した際の受付メールを印刷したものです。 

（入学料免除・徴収猶予を申請する者は入学料を払い込まないでください。） 

※国費外国人留学生は①-1，①-2の提出は不要です。 

  

 

【入学料の支払いに関して】 

 3月 25日までに来日できない私費留学生は，2つの選択肢があります。 

 

１)『入学料徴収猶予（希望する場合は免除）申請手続き』をする場合 

『入学料徴収猶予（希望する場合は免除）申請手続き』を行った上，Bの手続きにおいて

は①-2『免除・徴収猶予申請受理書【入学料】』を提出してください。入学料の支払い期

限が延長されますので，新しい期日までに来日された場合は，来日後にお支払いくださ

い。（新しい期日までに来日できない場合は海外送金でのお支払いをお願いいたします。） 

 

２)入学料を海外送金で支払う場合 

別添の Bank Informationをご参照いただき，海外送金をしてください。また，①-1の代

わりに海外送金の領収書等を提出してください。 

 

※『入学料払込取扱票』は日本国内で入学料を支払うための書類です。入学手続書類とと

もに，研究室（ないし指定の日本国内の住所）にお送りしています。PDFのフォーマット

はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Bの手続きはまだ終わっていません！ 

  次の「B-2」の手続きを必ず行ってください。 
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B-2.入学手続用 Webフォームへの登録 

 下記 URLにアクセスし，入学手続用 Webフォームへ必要な情報を登録してください。 

 

URL：https://www.ocans.jp/titech/enquete?eid=oN57ROkz 

 

【入力期限】3月 25日（木）【厳守】 

 

【入力事項】 

（１）「住所・連絡先」の登録 

 ・「学籍番号」，「氏名」，「メールアドレス」，「電話番号」，「3月 25日に住んでいる国

（日本 or日本以外）」，「住所」を登録してください。 

 ・「メールアドレス」と「電話番号」は連絡がつくものを登録してください。 

 ・[3月 25日時点で日本に住んでいる場合] 登録された住所に，3月 30日(火)以降に，

入学許可書等重要書類を送付いたします。3月 30日以降，書類を受け取れる住所を登

録してください。（研究室の住所は登録不可。必ずご自宅の住所を登録してくださ

い。） 

・[3月 25日時点で海外に住んでいる場合] 3月 25日までに来日できない留学生は，

「来日予定日」を登録してください。住所の登録は不要です。この場合，入学許可書

については，研究室に送付いたします。 

 

（２）「保証人又は連絡先人」の登録 

本学では，平成２５年度入学者より，「保証人」又は「連絡先人」を届け出ていただ

くこととしております。本 Web フォームにおいて，「保証人」又は「連絡先人」の情報

を登録してください。（※「保証人又は連絡先人」の詳細や条件については，④『保証

人・連絡先人の届け出について』をご参照ください。） 

 ・「保証人」か「連絡先人」を選択してください。 

 ・「保証人又は連絡先人」の「氏名」，「住所」，「電話番号」，「続柄（例：父）」を登録し

てください。 

 ※Webフォームに登録する前に，届け出をする「保証人又は連絡先人」から必ず承諾を得

てください。 

 

 

 

 

 

 

Web フォーム登録後，④『保証人・連絡先人の届け出について』に「保証人

又は連絡先人」の自著又は押印をもらい，Cにおいて教務課に提出してくだ

さい。 
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【入力時の注意事項】 

・Webフォーム登録完了の際，「登録完了」等の自動メッセージは送信されません。 

・Webフォーム登録完了後，登録内容の確認はできませんので，特に「保証人又は連絡先

人の登録」については，充分に内容などを確認したうえで登録してください。 

 

 

 

 

 

 

◎入学許可書の送付について 

入学許可書等の重要書類を，3月 30日（火）以降に Webフォームに登録された住所へ発

送する予定です。 

B-2 の Webフォームで「海外在住者」と登録された方の書類は，所属研究室に送付いた

しますので，来日後，研究室より書類を受け取ってください。 

  

→Cの手続きも行いましょう！（次ページへ） 

「B-1」と「B-2」，両方の手続きを行わなければ，入学手続きを完了したことにはなりま

せん。必ず，両方の手続きを行ってください。 

書類をメールで提出する前に，Web フォームに登録したか，再度ご確認ください。 
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Ｃ．『教務関係書類（②原本+③～⑥）』の提出【4月 16日まで】 

 

 下記書類（②の原本+③～⑥）を同封のピンク色の角２封筒（C.『教務関係書類』提出

用封筒）に入れ，本通知文最終頁の宛名ラベルを使用し簡易書留にて教務課へ郵送してく

ださい。 

 

【提出期限】4月 16 日(金) 

※外国人留学生で，来日時期が 4月 16日より遅れる場合は，下記④のみ 4月 16日までに

PDF 等で下記の提出専用メールアドレスに提出してください。それ以外の提出書類は， 

来日後に提出してください。 

理学院・工学院・物質理工学院 apply.nyugaku.ogu@jim.titech.ac.jp 

情報理工学院・生命理工学院・環境・社会理工学院 apply.nyugaku.szgu@jim.titech.ac.jp 

 

【提出書類】 

②『誓書』の原本 

③『累加記録』 

・顔写真を所定欄に必ず貼付してください。また，裏面も記載してください。 

・詳しい記載方法は「付録：提出書類記載方法（詳細）」をご参照ください。 

④『保証人・連絡先人の届け出について』 

・「本人」及び B-2において Webフォームに登録した「保証人又は連絡先人」の 

自著又は押印が必要です。 

⑤（該当者）『成績証明書』・『大学卒業・修了証明書』 

・「本学出身者」又は「出願時に既に卒業・修了しており，成績証明書(最終版)と卒

業修了証明書（見込証明書ではなく卒業・修了時のもの）を提出済みの者」以外の

方は提出が必要です。 

「本学出身者以外の方」で，「令和３年３月卒業（修了）の方」は，必ず⑤の証明書

を提出する必要があります。 

⑥（氏名を訂正する場合のみ）『学籍番号通知書』 

・氏名を訂正する場合のみ，提出してください。 

・印字されている氏名を赤字で訂正してください。 

特に留学生は，パスポートに記載されている氏名を参考に訂正してください。 

 

※②については，Bの手続において，3月 25日までに写しをメールで提出したものの原

本をご提出ください。 

 

 

mailto:apply.nyugaku.ogu@jim.titech.ac.jp
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【提出先・方法】 

 「②の原本」と「③～⑥」を同封のピンク色の角２封筒に入れ，提出期限（4月 16日）

までに，教務課へ郵送でご提出ください。郵送の際は，教務課の宛名ラベル（本通知文最

終頁にあります）を宛先欄に貼付して，簡易書留にて郵送してください。 

  

※窓口での密を避けるために，特段の事情がない限りは郵送でお送りいただきますようお

願いいたします。 
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Ｄ．『その他提出書類』について 

 

⑦【学研災・学研賠】振替払込請求書兼受領証貼付用紙（ピンク色） 

【提出期限】4月 16 日（金） 

※ただし，海外在住者においては，来日後速やかに入金のうえ，提出を可と

する。（指定口座へは，海外からの支払いができないため） 

 

【提出方法】C『教務関係書類』と併せてピンク色の封筒に入れて教務課へ提出 

      提出期限までに間に合わない場合は，下記担当部署(問合せ先)へメール添付

で提出 

 

【提出書類 詳細】 

・学生教育研究災害傷害保険〔学研災〕・学研災付帯賠償責任保険〔学研賠〕（保険料） 

１．これらの保険は，正課中，学校行事中，課外活動中もしくは通学中に災害・傷害を

被った際に対象となります。これらの保険に加入していないばかりに，上記活動中

に災害・傷害を被り全額自費負担となるケースも最近見受けられますので，全員必

ず加入してください。保険内容は同封の「学生教育研究災害傷害保険，学研災付帯

賠償責任保険加入者のしおり」を参照してください。 

２．申し込みは 3月 25日までに加入申込書に必要事項を記入のうえ，保険料をゆうち

ょ銀行（郵便局）で払い込んでください。記入もれがあると，入金の確認ができま

せんので，ご注意ください。なお、海外送金払いはできません。もし海外にいて、

期限までに払込ができない場合は、日本に着いてから速やかにお手続きください。 

 ３．保険料 

修士（２年間分）：２，４３０円 

博士（３年間分）：３，６２０円 

 ４．保険料をゆうちょ銀行（郵便局）で払込み，「振替払込請求書兼受領証」を同封の

「【学研災・学研賠】振替払込請求書兼受領証貼付用紙」（ピンク色）の所定欄に貼

付してください。 

→ATMで支払った場合は,領収書の代わりになるものを所定欄に貼ってください。 

 （※ネットバンキングでの支払いは，不可。） 

 

【問合せ先】学務部学生支援課生活支援グループ（電話：03-5734-3015） 

学研災・学研賠の貼付用紙のデータ提出先：gak.sei@jim.titech.ac.jp 
※メールタイトルに，「学研災・学研賠の支払証明 2021年春入学（修士 or

博士 学籍番号・氏名）」と記載してください。 

 



11 
 

⑧（外国人学生のみ）在留カードコピー貼付用紙(水色) 

【提出期限】4月 16 日（金） 

※ただし，海外在住者においては，来日後速やかに提出する。（在留カード

は来日後でないと作成できないため） 

 

【提出方法】 

 ・在留カード写しを貼付用紙の所定欄に貼付の上，提出のこと。 

・C『教務関係書類』と併せてピンク色の封筒に入れて教務課へ提出 

 提出期限までに間に合わない場合は，下記担当部署(問合せ先)へメール添付で提出 

 

【問合せ先】学生支援課生活支援グループ（03-5734-3015） 

在留カードの写し提出先：gak.sei@jim.titech.ac.jp 
※メールタイトルに，「在留カード 2021年春入学（修士 or博士 学籍番

号・氏名）」と記載してください。 

 

 

⑨蔵前工業会入会申込書兼名簿用紙（入会者のみ） 

【提出方法】C『教務関係書類』と併せてピンク色の封筒に入れて教務課へ提出， 

または下記担当部署(問合せ先)へ所定の封筒に入れて郵送で提出 

【問合せ先】蔵前工業会事務局（03-3748-2211） 

 

・蔵前工業会（東京工業大学同窓会）について 

一般社団法人蔵前工業会（東京工業大学同窓会）は，東京工業大学の全課程（学士・

大学院）にわたる同窓会で，科学技術や工業の発展に寄与すると同時に母校への支援，

並びに同窓生間の連携や親睦を目的として活動しています。 

対象は卒業生だけではなく，在学生向けの蔵前立志セミナー，経験豊富な先輩による

蔵前ゼミやリーダー養成塾への参加，卒業生による就職相談等の各種サービスを受け

ることができますので，是非，蔵前工業会へ入会されるようお勧めします。（同封のリ

ーフレットをご参照下さい） 

 

蔵前工業会の会費は，下記の「Ａ」と「Ｂ」の 2つの選択肢があります。 

【修士】 

Ａ．学生終身会費（生涯有効）：100,000円の一括納入 

Ｂ．学生会員会費（修士課程在学期間＋修了後４年間有効）：18,000円の一括納入 

 

【博士】 

Ａ．終身会費（生涯有効）：100,000円の一括納入 

Ｂ．学生会員会費（博士課程在学期間＋修了後１年間有効）：12,000円の一括納入 
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入会希望者は，同封の払込票により郵便局で「Ａ」又は「Ｂ」のいずれかを選択し

て会費を払い込み，「振替払込受付証明書」を「一般社団法人蔵前工業会入会申込書－

修士課程学生/博士課程学生」に貼付して提出して下さい。なお，本学学士課程入学時

又は，修士課程入学時に既に蔵前工業会の学生会費を納入されている場合は，会費納入

は不要ですので，入会申込書兼名簿用紙に所定事項を記入（会員データ更新のため）の

上，提出願います。 

 

 

⑩（該当者のみ）授業料預金口座振替依頼書 

【提出期限】4月 2日(金) 

⇒詳細は「４．入学料と授業料の納付について」（p.13）をご確認ください。 
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４．入学料と授業料の納付について 

 

＊納付金全般に関する注意事項 

平成２８年１０月１日より，現金での振込金額が１０万円以上の場合でも，入学金及び授

業料の場合には本人確認書類(運転免許証，健康保険証，在留カード等)の提示が不要となり

ましたが，金融機関によっては提示を求められる可能性もございます。念のためご準備願い

ます。 
 

１．入学料 ２８２，０００円 
同封の払込取扱票で，B.『入学手続必須書類（①・②）』（p.4）の提出期限に間に合うよ

うに金融機関窓口で払い込み，振替払込受付証明書（お客さま用）を【入学料】振替払込受

付証明書貼付用紙の所定欄に貼付してください。 
（入学料免除・徴収猶予を申請する者は払い込まないでください。） 
海外送金を希望する場合は、別添の Bank information を参照してください。 

 
〔注〕１．国費外国人留学生は，入学料を納付する必要はありません。 

  ２．一度納付した入学料は，いかなる理由があっても返還しません。入学資格等を十 
   分に確認したうえで納付してください。 

３．入学料免除・徴収猶予を申請する者は，同封の「入学料・授業料免除の申請につ 
 いて」に記載のホームページでの案内をよく読み，所定の期間内に Web 上で申請 
手続をしてください。 

４．入学料免除・徴収猶予申請者は，審査結果決定後，指定された期日までに指定 
された金額を納付する必要があります。納付されない場合は，入学が取り消され 
ます。 

 
２．授業料 前学期分 ３１７，７００円（入学後の納付となります） 
【授業料 前学期・後学期 各３１７，７００円（年額６３５，４００円）】 

 

○授業料は口座振替での納付となりますので，同封の⑩『授業料預金口座振替依頼書』を

以下の流れで４月２日（金）までに提出（郵送）してください。 
 
（預金口座振替依頼書提出先） 
〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1（E3-5） 
東京工業大学財務部経理課収入グループ 宛 
 
＜ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合＞ ：学生→金融機関（受領印）→学生→東工大 

＜ゆうちょ銀行の場合＞ ：学生  →   東工大 
 なお，登録用紙３枚目の本人控は，登録口座をご確認いただく際に使用しますので，大切 
に保管してください。 
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≪本学学士課程からの入学者への特記事項≫ 
本学学士課程に今年３月まで在籍し，口座振替手続済の者は，口座振替を継続しま

すので，授業料預金口座振替依頼書の提出は不要です。口座変更の場合のみ，用紙

右上部の日付欄脇へ「変更」と書き添えて提出してください。 
上記以外の入学者は新規の口座登録が必要です。授業料預金口座振替依頼書を提

出して下さい。 
 

○授業料の納付期限は，前学期分が５月末まで，後学期分は１１月末までとなっており， 
５月２７日と１１月２７日（金融機関の休業日にあたる時には翌営業日）に口座振替を行

います。口座振替前にはホームページへお知らせを掲載しますので，ご確認ください。

（https://www.titech.ac.jp/enrolled/tuition/tuition.html） 
※口座振替日に変更等がある場合もホームページに掲載します。 
 
〔注〕１．授業料免除・徴収猶予を申請する者は，同封の「入学料・授業料免除の申請に

ついて」に記載のホームページでの案内をよく読み，所定の期間内に Web 上

で申請手続をしてください。 
２．国費外国人留学生は，授業料を納付する必要はありません。（授業料預金口座

振替依頼書の提出も不要です。） 
３．授業料免除・徴収猶予申請者は，全額免除とならなかった場合，審査結果決定 
 後指定された期日までに授業料を納付する必要があります。 

 
【問合せ先】 

 入学料及び授業料納付に関する問合せ 

財務部経理課収入グループ（電話：kei.syu@jim.titech.ac.jp） 
 
 

入学料及び授業料免除・徴収猶予に関する問合せ 

入学料・授業料の免除に関して分からないことがありましたら以下へメールで

お問い合わせください。 

学籍番号・氏名・電話番号は必ず記載してください。 

 

［大岡山］学務部学生支援課経済支援グループ 
（メール：gak.kei@jim.titech.ac.jp ） 

［すずかけ台］学務部学生支援課すずかけ台学生支援グループ 
（メール：suz.gak@jim.titech.ac.jp） 

  （ﾎｰﾑﾍﾟ-ｼﾞ https://www.titech.ac.jp/enrolled/tuition/exemptions.html） 
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５．その他保険について 

 
１．学研災付帯学生生活総合保険（保険料） 

〔注〕この保険は，Ｄ．「その他提出書類」⑦の学研災・学研賠に加入した者が追加加

入することができ，補償範囲が学生生活全般（アルバイト中や病気など）に拡

大されます。加入は任意ですが，企業が主催するインターンシップ等に参加す

る場合は，学研災・学研賠は適用にならず，この学研災付帯学生生活総合保険

が適用になりますので，なるべく加入してください。 
   詳細は，パンフレットをご覧ください。 
 
【学研災付帯学生生活総合保険に関する問合せ先】 

   学生生活総合保険デスク（電話：0120-811-806） 
 
 
２．生協・学生総合共済・学生賠償責任保険（保険料） 

〔注〕１．すでに東工大生協に加入している方は，下記の QR コードより「所属の変

更手続き」を行なって下さい。生協に加入していない方は，加入をお願い

いたします。（出資金はご卒業の際にお返しします。） 
２．この共済・保険は，補償範囲が学研災・学研賠の範囲にとどまらず，学生

生活 24 時間，学生生活全般が対象になり，また病気での入通院，扶養者

が死亡したあとの学業補償も対象となります。インターンシップ参加時の

本人の傷害保険・賠償責任保険も適用になりますので，毎年多くの東工大

生に「加入証書」を発行しています。外国人留学生も加入することができ

ます。学士課程・修士の時にご加入していた方は継続手続もできます。 
３．同封の「生協：加入手続きのご案内」をご確認下さい。 

 
【生協・学生総合共済・学生賠償責任保険に関する問合せ先】 

東京工業大学生活協同組合（電話：03-3728-8023） 
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６．その他 

 

１．入学式〔４月５日（月）〕の詳細については，『入学（進学）予定者向けお知らせ一覧

[QR コード]』より参照してください。 
２．日本学生支援機構奨学金申請希望者は，次の URL に掲載の案内に従って申請してく

ださい（日本人学生のみ）。 
→ https://www.titech.ac.jp/enrolled/tuition/jasso/selection.html  
 
 
 

３．学生証受取後，教務 Web システムにログインし，住所や通学区間等の個人情報を必

ず登録してください。登録を済ませないと履修申告ができません。 
留学生の方は，「在留カードの番号」「在留区分」「在留期限」についても，必ず登録

を行ってください。 
４．教務 Web システムは，東工大ポータルよりログインできます。 

→https://portal.titech.ac.jp/ 
 ５．学生寮の入寮を希望される方は，以下の URLにアクセスし，ホームページ内の案内に 

従ってご応募ください。例年，多くのお問合せをいただくため，ホームページ上部に 

「よくある質問」を掲載しております。ご応募の前には，必ずご確認下さい。 

→https://www.titech.ac.jp/enrolled/dormitories_and_accommodations/dormitories.html 
 
 
 
 
 
 ６．コロナウイルスによる本学の対応等については，東京工業大学 HP をご確認くださ

い。 
   →https://www.titech.ac.jp/ 
   →https://www.titech.ac.jp/enrolled/health/coronavirus.html 
 
７．感染症予防について 

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，入学前（入国できていない場合は入国予定日）までに提出するこ

とを強く推奨いたします。提出する健康診断書（PDF か ZIP）には、パスワード

【tokyotech2021】をかけてください。詳細はこちら 

（https://www.titech.ac.jp/enrolled/health/international.html）をご参照くださ

い。 
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７．担当窓口，問合せ先 

 

電話でのお問い合わせの場合は，土，日，祝日を除く９時から１７時の間にお問い合わせく

ださい。 
 

項目 担当部署 連絡先 

入学手続全般（下記項

目以外） 
【理・工・物】 
教務課大学院グループ 

03-5734-7642・3005 

【情報・生命・環境】 
教務課すずかけ台教務グル

ープ 

045-924-5934 

学生教育研究災害傷害

保険・学研災付帯賠償

責任保険 

学生支援課生活支援グルー

プ 
03-5734-3015 

生協・学生総合共済・学

生賠償責任保険 
東京工業大学生活協同組合 03-3728-8023 

在留カード 学生支援課生活支援グルー

プ 
03-5734-3015 

入学料免除及び徴収猶

予・授業料免除及び徴

収猶予関係 
 
※学籍番号・氏名・電話

番号は必ず記載してく

ださい。 

［大岡山］ 
学生支援課経済支援グルー

プ 

gak.kei@jim.titech.ac.jp 

［すずかけ台］ 
学生支援課すずかけ台学生

支援グループ 

suz.gak@jim.titech.ac.jp 

入学料・授業料納付関

係 
経理課収入グループ kei.syu@jim.titech.ac.jp 

日本学生支援機構奨学

金関係 
所属キャンパスにより担当部署が異なります。 
詳細は次のリンクを参照してください。 
https://www.titech.ac.jp/enrolled/ 
tuition/jasso/contact.html 
 

民間財団等奨学金関係 学生支援課経済支援グルー

プ 
gak.kei@jim.titech.ac.jp 

蔵前工業会（東京工業

大学同窓会）関係 
蔵前工業会事務局 03-3748-2211 

学生の健康管理，留学

生の感染症対策関係 
［大岡山］ 
保健管理センター 

03-5734-2065 

［すずかけ台］ 
保健管理センターすずかけ

台分室 

045-924-5107 

日本への入国に関する

相談 
外国人留学生相談窓口 contact.intl.student@jim.titech.ac.jp 
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８．Q＆A 

 
Q1.書類提出締切日までに提出できない書類があります。 

A1.『B.入学手続必須書類（①・②）』は必ず期日までに，所定の方法によってご提出

願います。それ以外の書類については，教務課もしくは担当窓口（p.17）にお申し

出ください。 

 

Q2.C『教務関係書類（②原本+③～⑥）』はいつから提出できますか。 

A2.書類が揃い次第，いつでも提出できます。 
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在中物一覧 
 

１．入学手続について（本紙） 
 

２．教務関係 
ⓐ 学籍番号通知書 
ⓑ 大学院学生証発行申請書（IGP と外国人特別選考は除く） 
ⓒ 【入学料】振替払込受付証明書貼付用紙（国費外国人留学生は除く）（クリーム色） 
ⓓ 誓書（クリーム色） 
ⓔ 累加記録 
ⓕ 保証人・連絡先人の届け出について 
ⓖ 学生証について 
ⓗ 入学辞退届 
ⓘ 大学院学生証発行申請書の返信用長３封筒（IGP と外国人特別選考は除く） 
ⓙ 『C.教務関係書類』提出用封筒（角２ピンク封筒） 
 

３．学生支援関係 
ⓚ 入学料・授業料免除の申請について（国費外国人留学生は除く） 
ⓛ 学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険関係書類 
ⓜ 【学研災・学研賠】振替払込請求書兼受領証貼付用紙（ピンク色） 
ⓝ 学研災付帯学生生活総合保険加入案内 
ⓞ 生協加入手続きのご案内 

 
４．蔵前工業会（東京工業大学同窓会）関係 

ⓟ 蔵前工業会入会申込書 
 

５．外国人留学生関係 
留学生キャンパスガイドの他，３-ⓛ，ⓜ，ⓝを含む 
 

６．入学料・授業料関係（国費外国人留学生は除く） 
ⓠ 入学料払込取扱票 
ⓡ 授業料預金口座振替依頼書 

 
７．ⓢ入学（進学）予定者向けお知らせ一覧[QR コード] 
 



 
（博士）（修士【外国人特別選考】） 

！重要！学生証について 

 

 

【提出期限】3月 15日（月）必着 

【提出書類】⓪『大学院学生証発行申請書』 

 

！注意！ 

 履修登録をする際に，学生証が必要となります。（オンライン授業を受講するために

は，事前に履修登録をしていただく必要があります。）必ず期日までに申請書をご提出く

ださい。 

 

【提出方法】 

⓪『大学院学生証発行申請書』に，カラー写真（スナップ写真不可）を貼付のうえ，同

封の返信用長３封筒に入れて郵送等で提出してください。表面・裏面のうちどちらか一方

に写真を貼り,必要事項を記入して提出してください。(両面記載は不要です) 

提出が遅れた場合，発行が遅くなる可能性がありますのでご了承ください。 
 

※受取希望キャンパス 

学生証の配付は，「大学院学生証発行申請書」で選択した受取希望キャンパスにて行い

ます。ご自身で選択したキャンパスで受け取ってください。記載がない若しくは両方とも

○で囲ってある等，判断できない場合には，「大岡山」として扱います。 

 

※国際大学院プログラム【IGP】および外国人特別選考の入学予定者へ 

 国際大学院プログラム【IGP】および外国人特別選考の入学予定者へは，本紙に先駆け

て，すでにメールにて⓪『大学院学生証発行申請書』と申請書の提出方法の詳細をご案内

しております。メールの指示に従って，学生証を申請してください。 

（国際大学院プログラム【IGP】および外国人特別選考の入学手続書類には， 

⓪『大学院学生証発行申請書』は同封されておりません。） 

 

【学生証配布日時】 

 学生証については，4月初め頃に配布予定です。 

 配布日時・場所等の詳細については，決定次第，別途お知らせいたします。 

別 紙 



The Bank details: 
All financial transactions will be done on a Japanese yen basis and  
the handling fee must be prepaid by the sender. 
【CAUTION!】The client bears all bank charges.  
Please be sure to select "OUR" as the fee burden category for foreign remittances. 
If there is a shortage, we will ask you to remit it again. 
Be sure to enter your “name” and “student ID number” in the message field. 
It will take several days from the transfer to the deposit to the university account. 
Please send money in sufficient time. 

-swift code: SMBCJPJT ※If 11 digits are required, SMBCJPJTXXX.
-bank name: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
-branch name: Tokyo Public Institutions Operations Office
-bank address: 18F Nishi-shimbashi square, 1-3-1 Nishi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo,

105-0003, Japan
-bank code: 0009
-branch code: 096
-account number: 152218
-recipient: Tokyo Institute of Technology
-address: 2-12-1 O-okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550 Japan
-tel: (03)5734-2313

振込先口座

銀 行 名 ： 三井住友銀行 (銀行コード：0009) 
支 店 名 ： 東京公務部 (支店コード：096) 
口座番号：  普通預金 152218 
口座名義： 国立大学法人 東京工業大学 学納金

※全ての取引は日本円で行います。

※送金時にかかる手数料は全て送金元が負担（依頼者負担）してください。

※必ず「氏名」・「学籍番号」をメッセージ欄に記入してください。

※外国送金の手数料負担区分は必ず「OUR」を選択してください。

※不足額があれば再度送金を依頼します。

※振込から大学口座への入金までは数日かかります。時間に余裕をもって送金してください。 

Bank Information



累加記録 
 
【表面】 
① ※印内は記入しないでください。 
② 学院・系・コース名は別紙通知書のとおり記入してください。 
③ 「学籍番号」は，別紙通知書のとおり記入してください。 
④ 「本籍」は，都道府県名を記入してください。 

外国人留学生の場合は，国籍を記入してください。 
⑤ 「写真」は，最近３ヶ月以内に撮影したものを貼ってください。 
なお，写真の裏面には学籍番号及び氏名を記入してください。 

⑥ 「帰省先」は，外国人留学生の場合，本国における住所又は居所及び電話番号を記入し

てください。 
⑦ 「現住所（入学時）」は，本学に通学する際の住所であり，未定の場合は記入しないで

ください。 
⑧ 「学歴」は，修士課程入学予定者は「学部入学～本学大学院修士課程入学まで」，博士

課程入学予定者は「学部入学～本学大学院博士後期課程入学まで」を記入してください。 
また，それぞれ国公私立の別，大学名，学部・研究科等，学科・専攻等，学位の分野（例：

「理学」，「工学」等），入学年月，卒業・修了年月を記入してください。 
記入例： 

学歴 
学 部 私立 ○○大学 △△学部 □□

学科  学士（××） 入学 2017年4月 
卒業 2021年3月 

大学院 国立 東京工業大学 ●●学院    
     ▲▲系 ■■コース  修士（  ） 入学 2021年4月 

修了     年 月 
 

⑨ 「職歴」は，勤務（就職）経験者のみ記入してください。 
⑩ 「保証人又は連絡先人」は，同封している「保証人・連絡先人の届け出について（大学

院）」にて届け出る方と同じ方を記入してください。 
⑪ 「入学」は，２０２１年４月１日と記入してください。 
 

【裏面】 
⑫ 「指導教員」は，別紙通知書のとおり記入してください。 
⑬ 「入学時の身体状況」は， 
イ．「視力」は，裸眼視力を（ ）外に，矯正視力を（ ）内に記入してください。 
ロ．「既往症及び現在の健康状態」は，良好か否かを記入してください。 

⑭ 「人物」は，本人が判断して記入してください。 
⑮ 「家族状況」は，本人を含めて記入してください。 

 
 

付録：提出書類記載方法（詳細） 


