
令和２年 4月４日 

事 務 局 からの連 絡 事 項  
社会人大学院等支援室教務担当 

1. 全学計算機システム及び INFOSS情報倫理の受講について 
① 全学計算機システムは、筑波／東京キャンパスに配置した各サテライトからなり、授業で使用される時間以外は、どのサテライトも自
由に利用できます。文京校舎では、地下 1階大塚図書館及び 4階 454（全学計算機システム東京サテライト）に設置されています。 
利用に関しては、入学時のオリエンテーションで配付した「学術情報メディアセンターが提供するシステム等の利用に関して」と「ICT ガ

イド 2020」を参照してください。 
② INFOSS 情報倫理は、筑波大学の情報セキュリティ教育の一環として、導入した自習用のｅラーニング教材です。学内のネットワ
ークや情報システムを利用する上で、必ず受講する必要があります。受講方法は、入学時のオリエンテーションで配布した「「INFOSS
情報倫理」の受講について」を参照してください。 

2. 身分異動について 
入学後、事情により、休学・復学・退学等の身分上の異動が生じた場合は、1ヶ月以上前に願い出ることとなっています。休学、退学

等の時期又はその願い出の時期によって納付すべき授業料の額が異なる場合がありますので、計画段階で早めに支援室教務担当に
相談してください。 

 

3.  授業料免除、奨学金について（申請期限は厳守!!!） 提出書類・期限等については下記基幹サイトをご参照ください。 
https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/scholarship.html 

4.  住所・氏名等の変更について 
入学手続時に提出した「学生情報入力用データコーディングシート」の記載事項に変更が生じた場合は、支援室教務担当に変更

を申し出てください。（住所・氏名・本籍・連絡先・Ｅメールアドレス・勤務先等） 

5.  支援室の対応時間について （日曜・祝日を除く） 
 月曜日: 10:00 ~ 18:30 / 火 ~ 金曜日: 10:00 ~ 21:10 / 土曜日: 10:00 ~ 20:00 

注: 入試等の行事により、入構禁止となる場合があります。 

6.  メンタルヘルス対策 
東京キャンパス在学生の方のメンタルヘルス対策の一環として、次のような個人ケアを用意しております。 
 フリーダイヤルによる 24時間対応可能な電話相談窓口を設置しています。対応は、すべて臨床心理士が行います。 
 所定のカウンセリングルームにおいて臨床心理士による対面カウンセリングを受けることができます。 
いずれのサービスを利用した場合にも、相談者・相談内容等の個人情報は厳格に管理され、学外はもとより学内にも知られることはあり

ませんので、安心してお気軽にご利用ください。詳細については、同封の「こころと体の健康に関するカウンセリングのお知らせ」をご覧ください。 

7.  教務担当への電話・E メールでの問い合わせについて 

教務担当へお問い合わせいただく際は、必ず 1) 所属 2) 学籍番号 3) 氏名をお伝えください。お伝えいただけない場合、回答で
きない場合がございます。また、トラブル防止のため、可能な限り電話でのお問い合わせはご遠慮ください。メールでのお問い合わせにつ
いても、返信に時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。 
注: 個人情報に関するお問い合わせには、一切お答えいたしかねます。 

学術院 学位プログラム・専攻 電話番号 E メール 

人文社会ビジネス
科学学術院 

経営学学位プログラム（博士前期課程） 03-3942-6816 kyomu_gssm@un.tsukuba.ac.jp 
経営学/法学学位プログラム（博士後期課程） 03-3942-6817 business-kyomu1@un.tsukuba.ac.jp 
法学学位プログラム（博士前期課程） 03-3942-6817 business-kyomu1@un.tsukuba.ac.jp 
法曹専攻（法科大学院） 03-3942-6815 law-school@un.tsukuba.ac.jp 
国際経営プロフェッショナル専攻 03-3942-6816 kyomu_mbaib@un.tsukuba.ac.jp 

人間総合科学学術
院 

東京キャンパス全学位プログラム 03-3942-6918 business-kyomu2@un.tsukuba.ac.jp 

https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/scholarship.html


General Information from Academic Service Office 
1. Zengaku Computer System and “INFOSS Information Ethics” e-learning course 
① Zengaku Computer System serves 17 on-campus satellites (33 locations at Tsukuba and Tokyo Campus) and 
1,100 computer terminals for student use. As a rule, the satellite computer rooms are available when they are not 
in use for classes. The satellite at Tokyo Campus are located on the fourth floor (#454) and at the Otsuka Library. 

For use of the system, please refer to “Computer Systems and Software Provided by Academic Computing &  
Communications Center” and “ ICT Guide 2020” provided at the Orientation . 

② “INFOSS Information Ethics” is an e-learning course intended for self-study and was introduced as a part of the 
educational program on information security provided by the University of Tsukuba. All students are required to take this 
course, which will provide you with necessary information on how to use the university network and information systems 
and how to behave in today’s information-oriented society. Please make sure that you take this course with reference to 
the instruction provided at the Orientation. 

2. Student Status Change 
Students are required to submit an appropriate application form under approval by the students’ advisor in case of 

status change (Leave of absence, Reinstatement, Withdrawal etc.). At least one month advance notice is required. Those 
who plan to take a leave of absence or withdrawal, please consult the Academic Service Office as soon as possible. 

3. Tuition exemption, Scholarship (PLEASE MAKE SURE YOU SUBMIT APPLICATION BY THE DESIGNATED DEADLINE) 
 Please refer to,,, 

http://www.tsukuba.ac.jp/en/students/finance/exemption 

4. Personal Status Change 
If there is any change in the Data Coding Sheet you have submitted, please report it to the Academic Service 

Office. (Address, Name, Census registration, Contact information, Email, Work place etc.) 

5. Office Hours for Academic Service Office (except Sundays and National Holidays) 
 Mondays: 10:00 ~ 18:30 / Tuesdays - Fridays: 10:00 ~ 21:10 / Saturdays: 10:00 ~ 20:00 

Note: Academic Service Office will be closed during the school event (Entrance exam, Commencement etc.). 

6. Mental Health-Care Service 
Mental health-care service is available for students. 
 Toll-free 24-hour counseling hotline by psychiatrists 
 Face-to-face counseling and treatment by psychiatrists 
Confidentiality on your consultations and treatment are strictly maintained.  
For further details, please refer to “LLax Counseling (Japanese)” provided at the Orientation. 

7. Inquiries by telephone and Email to Academic Service Office 
Please mention your 1) Affiliation 2) Student ID number 3) Name when you ask questions to the Academic 

Service Office. If not, we may not respond your questions. In order to avoid any troubles, please refrain from 
making telephone inquiries except any emergency cases. We may take time to respond your email. 
Note: Any inquiries about personal information will not be accepted. 
Graduate School Programs Tel Email 

Business 
Sciences, 

Humanities and 
Social Sciences 

Master’s Program in Business Administration 03-3942-6816 kyomu_gssm@un.tsukuba.ac.jp 
Doctoral Program in Business Administration 03-3942-6817 business-kyomu1@un.tsukuba.ac.jp 
Master’s Program in Law 03-3942-6817 business-kyomu1@un.tsukuba.ac.jp 
Doctoral Program in Law 03-3942-6817 business-kyomu1@un.tsukuba.ac.jp 
Law School Program 03-3942-6815 law-school@un.tsukuba.ac.jp 
MBA Program in International Business 03-3942-6816 kyomu_mbaib@un.tsukuba.ac.jp 

Comprehensive 
Human Sciences All programs at Tokyo Campus 03-3942-6918 business-kyomu2@un.tsukuba.ac.jp 

 

http://www.tsukuba.ac.jp/en/students/finance/exemption

