
大岡山・すずかけ台キャンパスそれぞれで開催

日本語・英語それぞれ開催

＝ 大岡山 ＝

１０月１１日(火).１９日(水)１２;２５～１３:０５

８０年記念館１階談話室：英語開催

２階会議室：日本語開催

＝ すずかけ台 ＝

１０月１２日(水)１２:２５～１３;０５

大学会館３階(すずかけホール)：英語開催

２階(集会室１)：日本語開催

各回とも同一内容ですので、都合がよい回に出席してください。

＝＝＝＝＝＝＝＝ 事前の申し込みは不要です ＝＝＝＝＝＝＝＝

大学院課程１年生のみなさんに
学修に必要なこと（学修システムや教育体系、
様々な選択肢、相談窓口など）を知ってもらい、

東工大をより理解し、大学院生活を充実させるために
学修コンシェルジュがガイダンスを開催します！

そろそろ大学院
生活にも慣れて
きたなぁ…

「東工大の大学院
で出来ること」や

「サポート体制」を
まとめたガイダンス
があるみたいよ

◆所要時間は約４0分です。

授業がある場合は、途中退席できます。

◆大岡山は事前に購入した昼食持ち込みでの

参加が可能です。

出席すれば、
新たな可能性が
広がりそうだね！

【本件問い合わせ先】
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

本件問い合わせ先
詳細は

こちらから



学修コンシェルジュ
窓口のご案内

とりあえず
聞いてみる？

相談しているうち
に解決できるかも

「まず、どこに聞けばよいのかわからない」

「窓口に問合せたが、いまひとつ納得がいかない」

「学修で困っているが、先生に相談するのは少々ハードルが高い」

「自分の将来のためにこれから大学でどう学んでいくかを相談したい」

「将来の夢が持てなくて困っている」

「今、自分が困っている問題に対して、なにか良い解決策がないか相談したい」

「困っていることについて、まずは自分の考えを整理するために話を聞いてほしい」

etc…

そういうときは、『学修コンシェルジュの窓口』にいらしてください。
学修コンシェルジュがまずお話しを伺ったうえで、
適切な相談窓口や相談相手を紹介します。

わからないことが
わからない…とか

場所

受付時間

問い合わせ先

東工大生として
「自ら考え、自ら行動し、学修する力を身につける」
ために、学修コンシェルジュは学生の皆さんを応援します。

80年記念館１階（保健管理センターの隣）

月曜日から金曜日の

10:00～17:00（13:15～14:15を除く）
※イベント等で、一時的に不在の場合があります。

※祝日・年末年始（12月29日～1月3日）はお休みです。

その他、やむを得ない事情により窓口を閉める

ことがあります。

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

本館

正門

緑が丘駅

大岡山駅

エクセル
シオール
カフェ

80年記念館
保健管理
センター

詳細は

こちらから



Seminars will be held at Ookayama and Suzukakedai Campuses and
will be conducted in both English and Japanese.

＝ Ookayama Campus ＝
Date: Tuesday, October 11, 2016 and Wednesday, October 19, 2016 from 12:25 to 13:05

80th Anniversary Hall, Common Room, 1 Fl (English) 

Conference Room, 2 Fl (Japanese)

＝ Suzukakedai Campus ＝
Wednesday, October 12, 2016 from 12:25 to 13:05

H1 & H2 Bldgs, Suzukake Hall, 3FL (English)

H1 & H2 Bldgs, Convention Room 1, 2 Fl (Japanese)

Tokyo Tech Student Life Coaches will provide a seminar for newly-enrolled graduate 
students. The role of a Student Life Coach is to make sure that students lead a 

fulfilling academic life while enrolled at the Institute. This seminar will introduce 
the educational system, various options, counseling services, etc., and familiarize 
newly-enrolled graduate students with the learning environment of Tokyo Tech.

I think I’ve already 
gotten used to graduate 
student life...

Hey, it looks like there 
will be a seminar that will 
explain our academic 
options and the various 
consultation services 
offered at Tokyo Tech!

The seminar will last for approximately forty minutes. 
Students who have classes to attend may leave during the seminar.
Students of Ookayama may bring their lunch to the seminar.

But that might open up 
more possibilities for 
our future careers!

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

Contact Information:
Details are 

provided here.

Students can participate in any of the sessions as all seminars will provide the same information.

No prior registration is required



Consultation services of 
Student Life Coaches

Why not try 
talking to them?

Maybe we can 
find a way to 
solve my 
questions and 
problems ?

First of all, when it comes to seeking consultation, it is not clear where I can or need to go.

I paid a visit to a consultant, but was not happy with the consultation provided.

I am struggling with my studies, but am hesitant to consult with my professor.

I want to figure out what I should learn at Tokyo Tech for my future career.

I have no dream to pursue.

I want to consult with someone about the problems that I am currently facing.

I want to consult with someone about the problems that I am currently facing so that I can 

organize my thoughts.
etc.,

In such cases, please consult with a Student Life Coach.
The Student Life Coach will listen to your thoughts and
problems, and direct you to an appropriate consultation
service or personnel that will assist you.

For instance, I do 
not know what I do 
not know.

Location

Service hours

Student Life Coaches assist students in acquiring the skills to
think, act and learn independently as Tokyo Tech students.

Behind the 80th Anniversary Hall, 1Fl, next to 
the Health Service Center

Monday through Friday
10:00 to 17:00 (excluding 13:15 to 14:15)
* The office may close temporarily for events, etc., 
holidays such as the New Year (December 29 to 
January 3), and for other unavoidable circumstances.

Main Bldg.

Main Entrance

Midorigaoka 
station

Ookayama 
station

Excelsior Cafe

80th 
Anniversary Hall

Health 
Service 
Center

Details are 
provided here.

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

Contact Information:
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