
学内にはさまざまな相談窓口があり，あなたの悩みを
解決するお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

本館地下1階 B-44

平日10：00∼17：00
（12:00 ∼13:00お昼休み）

☎ 03-5734-2060

gakusei.soudan1@jim.titech.ac.jp

どんな悩みでもかまいません。
気軽に話しに来てください。 保健管理センター

平日8：30∼17：15

☎ 03-5734-2057・2065

相談のご予約は電話もしくは
受付で承ります。

毎週月・水・木・金曜日

10：00∼17：00

☎ 03-5734-2134

denwa.soudan@jim.titech.ac.jp

時間外や予約をしたい時は
メールでお問合せください。 南6号館4階403号室

平日10：30∼17：00

☎ 03-5734-2989

barrierfree@jim.titech.ac.jp
様々な障害のある学生に関する

相談に応じて、必要な支援調整
をします。

ハラスメントに関わる
専門の相談窓口です。

soudan@jim.titech.ac.jp

1人で悩まずに
まずはメールをください。

あなたとの相談内容は固く秘密を守りますので，
安心してご相談ください。



We have a range of  services to help you. Please 
contact us when you need a help. Your privacy is 
strictly kept confidential.

Main Bldg., Basement, Rm44
Ookayama Campus
10:00 - 17:00 (12:00-13:00 closed)
Monday through Friday
☎ 03-5734-2060
gakusei.soudan1@jim.titech.ac.jp

We offer a confidential support to you.

Health Support Center
8:30 - 17:15
Monday through Friday
☎ 03-5734-2057/2065
Give us a call or drop by to book a session.

☎ 03-5734-2134
10:00 - 17:00  
Mondays, Wednesdays, Thursdays &  Fridays

denwa.soudan@jim.titech.ac.jp
Email us for consultations outside available hours 
and to make a reservation.

South Bldg. 6, Floor 4, Rm403
10:30 - 17:00
Monday through Friday
☎ 03-5734-2989
barrierfree@jim.titech.ac.jp
We help various supports provided 
for your needs.

Confidential Support is available 
for students affected by harassment.

soudan@jim.titech.ac.jp
You are not alone. 
We are here to help you.

West Bldg. 1, Floor 1
International Student Lounge
Ookayama Campus
10:00 - 13:00, 14:00 - 16:30
Monday through Friday
☎ 03-5734-3374
consultation.gak@jim.titech.ac.jp

Feel free to talk to us.



学内にはさまざまな相談窓口があり，あなたの悩みを
解決するお手伝いをします。お気軽にご相談ください。

すずかけホール H2棟1階

平日9：00∼17：00

☎ 045-924-5888
gakusei.soudan2@jim.titech.ac.jp

どんな悩みでもかまいません。
気軽に話しに来てください。

保健管理センター

すずかけ台分室

平日8：30∼17：15

☎ 045-924-5107

相談のご予約は電話もしくは
受付で承ります。

毎週月・水・木・金曜日

10：00∼17：00

☎ 03-5734-2134

denwa.soudan@jim.titech.ac.jp

時間外や予約をしたい時は
メールでお問合せください。

南6号館4階403号室
平日10：30∼17：00
☎ 03-5734-2989

barrierfree@jim.titech.ac.jp
様々な障害のある学生に関する
相談に応じて、必要な支援調整
をします。

ハラスメントに関わる
専門の相談窓口です。

soudan@jim.titech.ac.jp

1人で悩まずに
まずはメールをください。

あなたとの相談内容は固く秘密を守りますので，
安心してご相談ください。



H2 Bldg., Floor 1
Daigaku Kaikan
Suzukakedai Campus

9:00 - 17:00
Monday through Friday
☎ 045-924-5888

gakusei.soudan2@jim.titech.ac.jp

We offer a confidential support to you.

Health Support Center
Suzukakedai Campus

8:30 - 17:15
Monday through Friday

☎ 045-924-5107

Give us a call or drop by to book a session.

☎ 03-5734-2134

10:00 - 17:00  

Mondays, Wednesdays, 

Thursdays &  Fridays

denwa.soudan@jim.titech.ac.jp
Email us for consultations outside available hours 
and to make a reservation.

Confidential Support is available 

for students affected by harassment.

soudan@jim.titech.ac.jp

You are not alone. 
We are here to help you.

West Bldg. 1, Floor 1
International Student Lounge
Ookayama Campus

10:00 - 13:00, 14:00 - 16:30
Monday through Friday

☎ 03-5734-3374

consultation.gak@jim.titech.ac.jp

Feel free to talk to us.

We have a range of  services to help you. Please 
contact us when you need a help. Your privacy is 
strictly kept confidential.

South Bldg. 6, Floor 4, Rm403

10:30 - 17:00
Monday through Friday

☎ 03-5734-2989

barrierfree@jim.titech.ac.jp

We help various supports provided 
for your needs.


