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]
Spring.2022

入学式について

令和４年度４月入学式［４月４日（月）］の詳細については，QRコードから確認してくだ
さい。
現在，入学生全員が出席する方向で準備を進めていますが，新型コロナウイルス感染症の感
染状況により，実施方法を変更する可能性があります。
変更する場合は３月２２日（火）に東京工業大学ホームページ及びQRコードからお知らせ
いたします。
【URL】https://www.titech.ac.jp/
【問合せ先】email：som.som@titech.ac.jp
Please scan the QR code for details of the 2022 April Entrance Ceremony scheduled for
Monday, April 4.
We are currently planning to hold the ceremony for all new students to attend on site. However,

Fall Entrance
Ceremony AY 2022

arrangements may change depending on the spread of COVID-19. If so, changes will be
announced on Tuesday, March 22 on our website and via information accessible using the QR
code.
Tokyo Institute of Technology website: https://www.titech.ac.jp/
Contact email: som.som@titech.ac.jp

オリエンテーション

各コース等オリエンテーションが実施されます。
実施スケジュールについては下記URLにて周知いたします。
ページ下段の「新入生オリエンテーション一覧」を3月15日以降は随時確認するようにし
てください。（注意：入学式開催日以前に実施するものもあります。）
※当該ページは「国際大学院プログラム入学手続き案内」のWEBページと記載されておりますが、4月新入生全員を対象
としたページとなりますのでご参照ください。

【URL】https://www.titech.ac.jp/student/students/internationalstudent/enrollment-procedure
The implementation schedule of Orientation for each course will be announced at the
following URL.
Please check the "New Students Orientation Schedule" at the bottom of the page at any

Orientation

time after March 15th. (Note: Some are held before the entrance ceremony date.)
* This page is described as the "Enrollment Procedure for IGP Students" WEB page, but
please refer to it as it is for all new students in April.
【URL】https://www.titech.ac.jp/english/student/students/international-student/enrollmentprocedure

学修
コンシェルジュ

履修の仕方、勉強の計画や大学生活等、
東工大での学修全般に関する問い合わせ・相談に対応します。
E-mail：concierge.info@jim.titech.ac.jp
大岡山キャンパス窓口：Taki Plaza 地下1階 平日 8:30～17:15
すずかけ台キャンパス窓口：すずかけ台図書館1階 毎週平日のうち3日間 9:30～16:30
詳しい開室日程、対応言語等は学修コンシェルジュHPからご確認ください。
For inquiries concerning studies at Tokyo Tech, contact Student Life Coaches.
[Ookayama Campus] Location: Taki Plaza, Floor B1

Student Life Coach

Office hours: 8:30–17:15 on weekdays
[Suzukakedai Campus] Location：Suzukakedai Library, Floor 1
Office hours: 9:30–16:30 (closed 11:15–12:15) , three days a week.
Please check the latest information from the Student Life Coach webpage.
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学修コンシェルジュに
よる
大学院課程新入生
ガイダンス

2022 Student Life
Coach: Orientation
for newly-enrolled
students

大学院修士課程・博士課程の新入生を対象としたガイダンスを3月下旬～４月上旬に実施し
ます！
詳しくは学修コンシェルジュHP（右側QRコード）の『新入生向けガイダンス』「大学院
課程：学修コンシェルジュによる大学院課程新入生ガイダンス」から最新情報をご確認くだ
さい。

Orientation for newly-enrolled graduate students will be held in late March and early
April.
Please check the latest information from the "Orientation sessions for newly enrolled
graduate students"section of the "For graduate students" on the Student Life Coach
webpage (QR code on the left) !

日本学生支援機構奨
学金（日本人学生向
け）

・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。

民間財団等の奨学金
制度（日本人学生向
け）

・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』があります。
・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。

大学推薦の
民間奨学金
（留学生向け）

大学推薦の民間奨学金への申請を希望する学生は、「大学推薦の民間奨学金 登録申請」を
行ってください。登録方法はウェブサイトにてご案内しています。
登録は1年中受け付けますが、民間財団の推薦締切は様々ですので、可能な限り早く登録を
済ませることをお勧めします。
（ただし、日本にまだ来ていない学生は登録できません。）

Scholarship
Opportunities
Requiring a
University
Recommendation

殻を破るぞ！越境型
理工系博士人材育成
プロジェクト
（経済支援）
Cross the border!
Tokyo-Tech
pioneering doctoral
research program
（financial
support）

Students who wish to apply for a university-recommended private scholarship should
register for recommendation. The procedure is written in our website.
Registration is available throughout the year, but we recommend you to complete your
registration as soon as possible. (Registration is available as soon as you get your
Student ID Number, but you cannot register if you have not arrived to Japan.)

挑戦的・融合的な研究を支援し、優秀な博士人材が様々なキャリアで活躍できるよう、汎用力及び
研究力向上を促進するプログラムです。当該プログラムに採用されると年額220万円以上（研究奨
励金180万円、研究費40万円、追加研究費支援最大70万、追加学外研鑽支援最大70万）が支給さ
れます。募集期間は4月予定です。是非、ご応募ください！

This program supports challenging and interdisciplinary research and promotes the
improvement of general and research skills so that excellent doctoral candidates can be
active in various careers. If you are selected for this program, you will receive more than 2.2
million yen per year (1.8 million yen for research incentive, 400,000 yen for research funds,
up to 700,000 yen for additional research funds, and up to 700,000 yen for additional offcampus study support). The application period is scheduled to be in April. We encourage
you to apply!
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博士後期課程学生を対象とした給付型奨学金「東京工業大学高度人材育成博士フェローシッ
プ」制度のご案内です。博士後期課程学生の新入学者・進学者（国費留学生、政府派遣留学生

高度人材育成博士
フェローシップ

等除く）を対象としています。研究専念支援金（生活費相当）として月額15万円(年額180万
円)、研究費（研究活動に使用）として最大30万円が支給されます。また授業料が全額免除と
なります。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。入学時１回のみの募集
となります。

Tokyo Tech
Advanced Human
Resource
Development
Fellowship for
Doctoral Students

長期履修制度

This is a grant type scholarship for doctoral students. It is intended for new students
(excluding MEXT Scholarship students, recipients of overseas government scholarship
students) of the doctoral program of our university. It provides research dedication support
funds 150,000 yen per a month (1.8 million yen per a year) and research funds 300,000 yen
per year at maximum based on the actual cost. In addition, all tuition fees will be
exempted. Please check the application requirements carefully before applying. You can
apply only once at the time of admission.

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。
※当該ページは「国際大学院プログラム入学手続き案内」のWEBページと記載されておりますが、4月新入生全員を対象
としたページとなりますのでご参照ください。

<申込方法>下記URLページ内「長期履修制度について」参照
https://www.titech.ac.jp/student/students/international-student/enrollmentprocedure
<制度詳細> https://www.titech.ac.jp/student/pdf/choki-seido.pdf

学生一般
定期健康診断

入学時と毎年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。尿検査容器は学生証交付時に配布します。
場所： 保健管理センター大岡山/すずかけ台
日時：2022年4月7日（木）～4月18日（月）
@大岡山
2022年4月25日（月）～4月28日（木） ＠すずかけ台
E-mail：hokenkanri@jim.titech.ac.jp
We offer annual medical checkup at the time of admission and every spring.
Reservation and medical questionnaire online should be completed in advance.

Annual Medical
Checkup

Urine containers will be given when you receive your student ID card.
Date&Place：
April 7-April18, 2022
April 25-April28, 2022

@Ookayama Health Support Center
@Suzukakedai Health Support Center

E-mail：hokenkanri@jim.titech.ac.jp

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，原則入学前（入国できていない場合は入国予定日前）までにシステム上にご提出いた
だきます。

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

Prevention of
Infectious Diseases

(including those from other domestic universities, technical colleges, and Japanese
language schools) who have passed the entrance exam, are required to submit the
health certificate, prior to enrolling (or prior to arriving in Japan if the arrival will be later
than the date of entrance), signed by a physician in the last three months before
enrollment on the system.
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振込先口座

Bank Information

障害のある学生への
合理的配慮について

入学料の海外送金を希望する場合は，QRコードより振込先口座を参照してください。

If you would like to transfer the enrollment fee overseas,
Please scan the QR code on the right and check the Bank information.

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：バリアフリー支援室 80年記念館1階
03-5734-2989 平日10：00～17：00
barrierfree@jim.titech.ac.jp

Students with any type of disability who wish to request accommodation regarding
education and university life (including the entrance ceremony) should contact us.

Reasonable
Accommodation

A dedicated coordinator will help provide support and services catered to individual needs.
Student Accessibility Services
Location：80th Anniversary Hall, Floor 1 Office hours：10:00–17:00 on weekdays,
Email：barrierfree@jim.titech.ac.jp, Tel：03-5734-2989

生協・学生総合共済・学
生賠償責任保険
住まい探し

加入をご希望の場合は，同封の「加入手続きのご案内」よりお手続きをしてください。
（出資金はご卒業の際にお返しします。）
すでに東工大生協に加入している方は，同じくQRコードより
「所属の変更手続き」を行なってください。
お住まい（アパート・マンション）をお探しの方

Tokyo Tech COOP

To join Univ. COOP, please see the enclosed ゛COOP brochure" (Japanese ONLY) and

and Univ. COOP’s

apply for a membership.

Student Mutual
Benefit
Apartment for Rent

個人情報の
取り扱い

Policy on the
Handling of Personal
Information

Your full deposit will be refunded at the time of graduation. If

you are a current COOP member as undergradates, please submit a "notification of
change (Henko Todoke)" and update your status as graduates.
How to Apartment Hunt the Smart Way.

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。

It is the policy on the Handling of Personal Information of Tokyo Institute of Technology
Students and their Personal Guarantor or Contact Person.
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NO! CULT
カルト宗教に
気をつけて
ください！

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 B1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

Beware of Cults

Student Support Division: 03-5734-3011 (Taki Plaza, B1)
Campus Security Center: 03-5734-3119
Suzukakedai Campus
Student Support Division: 045-924-5935 (J1 Bldg., Fl 1)
Campus Security Center: 045-924-5119
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