
参加用Uオンライン（Zoom利用）で参加される
方に、参加用URL等、RL等

ライフエンジニアリングコース（HCB）支援事務 mail ： hcb.sien＠jim.titech.ac.jp

注意事項

【トピック（会議名）】HCBコース新入生オリエンテーション

【開催日時】2023年4月4日（火） 16:15～17:45予定

（終了時間は延長の可能性あり）

【参加用URL 】
https://zoom.us/j/99699227554?pwd=eTFpM2hYUFJqd2FDYzZoRXlTMDMvQT09

ミーティングID: 996 9922 7554 ,  パスコード: 8m6JPN              

ライフエンジニアリングコース新入生オリエンテーション
オンライン（Zoom利用）参加者へのご案内

参加用Uオンライン（Zoom利用）で参加
される方に、参加用URL等、RL等

●このオリエンテーションはライフエンジニアリングコース新入生対象です。対象者本人以外は参加不可。

●Zoom参加の場合 自宅，各自所属研究室，または大岡山キャンパス西9号館W934講義室（15:00～利用可）からZoom参加できます。
利用する場合、視聴には各自のイヤホンを使用し、開催中は講義室内・近くの廊下スペースでの私語など騒がしい行動は控えて下さい。

●隣のW935講義室で本イベントの対面開催 ＆ Zoom配信しています。W935で対面参加もできます。

●W934,935講義室を当日この時間入室できるのはHCBコース学生だけ！

●マイクOFF（ミュート）、ビデオは OFFの状態でお待ちください。主催者側でも確認・操作します。
質疑応答の時間に質問がある場合は、マイクのミュートを解除（マイクはON）して下さい。発言時以外はマイクをミュートにしてください。

●発言する時に周囲の人の声や物音などが届きます。なるべく静かな環境での参加をお願いします。

●講義室内は大学の昼休み時間以外は「飲食不可」です。退室時は使ったものは原状復帰し、ゴミはゴミ箱へ。

Zoom URL等情報 事前準備

Zoom利用参加者は、東工大WEBサイト内
「オンライン授業（ZOOM）」の情報などを参考に事前に準備して下
さい。
https://www.titech.ac.jp/student/students/life/distance-learning
★開始10分前には左記URL（アカウント登録しなくても
参加可能）に繋いで下さい。
★Zoom利用時は、自分の氏名（フルネーム）を明示して
参加してください。
参加資格有無不明とコース（主催者）で判断した場合には、待機室か
らの入室不許可、または、「退出」の操作をします。ご注意下さい。

https://zoom.us/j/99699227554?pwd=eTFpM2hYUFJqd2FDYzZoRXlTMDMvQT09
https://www.titech.ac.jp/student/students/life/distance-learning


参加用Uオンライン（Zoom利用）で参加される
方に、参加用URL等、RL等

HCB Administration Office mail ： hcb.sien＠jim.titech.ac.jp

Notes

【Date and Time】

April 4, 2023  16:15-17:45(Possibility of extension)

【Zoom URL 】
https://zoom.us/j/99699227554?pwd=eTFpM2hYUFJqd2FDYzZoRXlTMDMvQT09

Meeting ID: 996 9922 7554 ,  Passcode: 8m6JPN    

Information for online (using Zoom) participants to 
HCB New students orientation

参加用Uオンライン（Zoom利用）で参加
される方に、参加用URL等、RL等

●This orientation is for new students in HCB. Only those who are eligible may attend.

● You can participate in Zoom from your home, your laboratory, or the W934 Lecture Room in the West 9 Bldg., Ookayama Campus 
(available from 15:00). Please use your own earphones to listen to the session, and refrain from talking and other noisy behavior in and 
around the lecture rooms during the orientation.

●This session will be held in-person and Zoom-streamed in Lecture Room W935. In-person participation is also available in W935.

●Only HCB students are allowed to enter lecture rooms W934 and W935 on the day and at the time!

●Please wait with microphone Off (mute) and video Off. The organizer will also check and operate the system.
Please turn off (mute) your microphone unless you wish to ask a question during the Q&A session.

●When you speak, you may be mixed with the voices and noises of others around you. Please participate in as quiet an environment.

●Eating and drinking are not permitted in the lecture rooms except during the University lunch break. When you leave the room, please 
return all used items to their original state and dispose of garbage in the garbage can.

Zoom URL Preliminary preparations

How to set up Zoom, please see below website.
https://www.titech.ac.jp/english/student/students/life/distance-
learning
★Please connect to the URL on the left 10 minutes before 
the start. (You can participate without registering an account)
★When participating in Zoom, please clearly state your 
full name.
If the organizer determines that you are not qualified to participate, you will 
not be allowed to enter the room (from the waiting room) or you will be 
asked to leave the room. Please be aware of this.

https://zoom.us/j/99699227554?pwd=eTFpM2hYUFJqd2FDYzZoRXlTMDMvQT09
https://www.titech.ac.jp/english/student/students/life/distance-learning
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