
 

TFT(東京大学オンラインコミュニティ)にご登録いただいた皆さまへ 

 

 

TFTは、卒業生と大学の絆をより深めるオンラインコミュニティです。2006年にスタートし、 

既に約39，000人のご卒業生・在学生、教職員、EMP修了者の方々が登録しています。 

登録情報を充実させるには皆さまのご協力が必要です。メールアドレスを変更された方、 

転職された方、転居された方等、この機会にご自身の登録内容をチェックしてください。 
 

  

☑ ご自分でプロフィールを更新してください。 

ご住所、メールアドレス、勤務先等の情報が変更できます。ログイン後ユーザ名・パスワードを 

お忘れの方は以下の再発行フォームをご利用ください。登録したメールアドレス宛にご連絡します。  
https://www.alumni.u-tokyo.ac.jp/square/reminder.phtml 

 

※登録時のメールアドレスが使用できない場合、ご本人確認が必要となります。生年月日を添えて 

右記までご連絡ください。 tft@adm.u-tokyo.ac.jp 

 

 

☑ 東大校友会ニュースの受け取り方法をお選びください。 

年2回発行の会報誌を紙媒体か電子版配信いずれかをお選びいただけます。 

2013年10月以降登録された方は初期設定で電子版配信となっています。 

①  TFTにログイン https://www.alumni.u-tokyo.ac.jp/square/ 

② 左上メニュー「登録情報と変更」をクリック 

③「登録情報を変更する」 

④ 電子版配信を希望する方 ⇒ 東京大学校友会ニュース電子版について「電子版を希望する」にチェック 

⑤ 紙媒体を希望する方 ⇒ 「電子版を希望する」のチェックをはずす 

⑥「登録情報を変更する」をクリック ⇒ 完了 

 

 

☑ 海外居住の方はエリア選択してください。 

国名選択ができるようになりました。更新をお願いします。 

 

 

今後も連絡先や職歴等が変更になりましたら、情報を更新くださいますようお願いいたします。 

卒業生室では、学部学生に様々な体験の機会を与える「体験活動プログラム」、在学生のための「面接演習講

座」、「キャリアメンタリング」等、皆さまの多様なキャリアを活用したプログラムを展開しています。卒業

生から学生への支援プログラム拡充に是非ご協力ください。 

 

詳細は以下をご覧ください。 
 

卒業生の方へ ―東大アラムナイ―   http://www.u-tokyo.ac.jp/index/alumni.html 

https://www.alumni.u-tokyo.ac.jp/square/


 

To those who registered to TFT（UTokyo Online Community） 

 

Starting in 2006, TFT is an online directory system unique to UTokyo to which around 39 thousand individuals 

including alumni, current students, faculty, staff and EMP graduates, have already registered, allowing alumni to 

be connected worldwide. In order to enrich the registered information, your cooperation is imperative. Please 

take this opportunity to review your registration information. 

 

 

☑ Update your profile by yourself 

You can update information on your residential address, e-mail address, or career changes online. For those who 

have forgotten your ID or password, please use Form for password reissuing. They will be sent to your e-mail 

address registered to TFT. 

https://www.alumni.u-tokyo.ac.jp/square/reminder.phtml?lang=en 

  

*If you cannot use your registered e-mail address, you need to identify yourself. Please contact us at  

tft@adm.u-tokyo.ac.jp with your date of birth entered. 

 

 

☑ Choose how to receive UTokyo Alumni News. 

You can choose how to receive bi-annual UTokyo Alumni News either in print or in electronic media. Those 

who registered on and after October 2013 are initially set as receiving the News electronically. 

 

Log in to TFT. https://www.alumni.u-tokyo.ac.jp/square/ 

Click “Edit Profile” on the top on the left. 

Click “Change Registration Information.” 

If you wish to receive UTokyo Alumni News electronically, please make a check on “Delivery by e-mail.” 

If you wish to receive UTokyo Alumni News in print, please remove a check from “Delivery by e-mail.” 

Click “Change Registration Information.” 

 

 

☑ If you live overseas, please choose the country where you live now. 

 

We would like you to update your contact address or career changes in the future if any. 

 

UTokyo Alumni Office offers a variety of programs for current students such as “Hands-on Activity Programs,” 

“Demonstration Job Interviews,” and “Career Mentoring Programs.” We are grateful if you alumni could extend 

a hand to further expand these support programs. 

 

More details can be viewed here. 

http://www.u-tokyo.ac.jp/en/alumni/alumni.html 
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