
① ３月３１日(水)１３:００～１４:００

② ４月３日(土)１５:００～１６:００

東工大の学修システム・各コース共通の学修・さまざまな選択肢・
相談窓口などを知り、大学院生活を充実させるために、

学修コンシェルジュがZoomにて、
日本語および英語のガイダンスを開催します！

※各コースの履修については、学修案内や各コースの
オリエンテーション等で確認してください。

日本語

① ３月３１日(水)１５:００～１６:００

② ４月３日(土)１３:００～１４:００

英語

各回とも、同一内容で

すので、都合が良い回

に出席してください。

事前登録制です。

３/26（金）までに、

出願時に提出された

メールアドレス

に参加方法に関する

メールが届きますので、

ご確認ください。

※携帯電話会社のアドレスなどで、

メールがブロックされてしまうことが多

発しています。大学からのメールを

受け取れるよう、事前に設定をご確

認ください。

下記の学生支援センター 修学支援部門
学修コンシェルジュ窓口へ

問い合わせ先

学生支援センター 修学支援部門

学修コンシェルジュ窓口

concierge.info@jim.titech.ac.jp

大岡山キャンパス 80年記念館１階
月－金10時～17時（13:15-14:15を除く）

予約不要です！

保健管理センター左隣の
レンガが目印の建物です。

学修コンシェルジュ窓口のご案内

時間割や単位について、将来のためにどう学べば

よいか？など、学修上の相談を受け付けます。

適切な窓口のご案内もいたします。

どうぞお気軽にご来館ください。

メールでのお問い合わせも

受け付けております。



Tokyo Tech Student Life Coaches will provide an orientation for newly-enrolled 
graduate students to inform them about the education system at the Institute, 

things common to all courses, various options, and counseling services, etc. The 
purpose of the orientation is to help students have a fulfilling academic life at the 

Institute. Orientation sessions will be held via Zoom in English and in Japanese.
*Course information will not be provided at this orientation. Please check the Study 

Guide or attend course orientations to confirm matters regarding each course.

Contact Information:

In Japanese

In English

Student Life Coach
Student Support Center
Student Life Coach consultation office
concierge.info@jim.titech.ac.jp

Next to Health 
Service Center.

1st floor, 80th Anniversary Hall
Monday through Friday 10:00 to 17:00

（excluding 13:15 to 14:15）

Questions about schedules, grades? Wondering 

what you should study for your future? We 

provide you with someone to discuss your 

studies with. 

Feel free to drop in and talk to us.

Email consultation is also available.
No appointment necessary.

①Wednesday, March 31, 2021 from 15:00 to 16:00(JST) 
②Saturday, April 3, 2021 from 13:00 to 14:00(JST) 

①Wednesday, March 31, 2021 from 13:00 to 14:00(JST) 
②Saturday, April 3, 2021 from 15:00 to 16:00(JST) 

The same information will be provided in each orientation session. 
Attend the one that is most convenient for you. 

Registration required beforehand. 
Email about the registration will be sent by March 26. 
Please check your email address submitted at the time of 
application.

Student Life Coach Consultation Office, 
Student Support Center

*Emails from the 
Institute are 
blocked at some 
addresses. Please 
check the settings 
of your mailbox 
beforehand so that 
you can receive 
emails from the 
Institute.


