
東工大の学修システム、各コース共通の学修上の選択肢と要点や
様々な相談窓口などを、学修コンシェルジュが紹介します。

東工大での就職活動、インターンシップについて、
キャリアアドバイザーが紹介します。

現役学生による経験の紹介も予定しています。
日本語と英語それぞれ2回開催します。オンラインで開催します。

留学生のためのキャリア支援ガイダンスを続けて開催しますので、
留学生の皆さんはご参加ください。●開催日程

お問い合わせ先：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：Taki Plaza 地下1階 平日 9:15～17:15
すずかけ台キャンパス：すずかけ台図書館1階 火・木 9:30～16:30（※祝日を除く）

学生支援センター未来人材育成部門学修コンシェルジュ窓口

※大学院での学修に関する共通事項を紹介する予定です。各コースの履修の詳細については、『2023年度学修案内』
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。

※各回とも同一内容ですので、ご都合が良い回に出席してください。

事前登録制です。
3月24日までに大学に提出されたメールアドレスに

参加方法についてご連絡します。ご確認ください。
学修コンシェルジュHP

開催日 使用
言語

学修コンシェルジュと
キャリアアドバイザーによる
大学院新入生ガイダンス

キャリア支援ガイダンス
（※留学生対象）

3月30日
（木）

日本語 11:00-13:00 13:05-13:20

英語 15:00-16:25 16:30-16:45

4月1日
（土）

英語 11:00-12:25 12:30-12:45

日本語 14:00-16:00 16:05-16:20



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. Tokyo Tech Career 
Advisors will provide an career guidance for newly enrolled graduate students to inform 
them about the job hunting and internship. Orientation sessions will be held via Zoom 

Webinar in English and in Japanese.
Career Support Orientation is mainly for international students. International students 

are encouraged to participate.

Contact Information:

Student Life Coach
Consultation Office

Student Support Center
Student Success Support Section
concierge.info@jim.titech.ac.jp
Ookayama Campus: Taki Plaza B1 9:15 to 17:15 on weekdays
Suzukakedai Campus: Suzukakedai Library 1st Floor,  9:30 to 
16:30 (closed 11:15 to 12:15) on Tuesday, Thursday.
(both closed on public holidays and Dec.30-Jan.3)

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.

Registration required beforehand. 
Email about the registration will be sent by March 24. 
Please check your email address submitted at the time of application. 

Student Life Coaches  
Website

*Course information will not be provided at this orientation. Please check the Study Guide or attend course 
orientations to confirm matters regarding each course.

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

Date language
Orientation by Student Life 

Coaches ＆ Career 
Advisors

Career Support Orientation
（for international students）

Thursday, 
March 30

In Japanese 11:00-13:00 13:05-13:20

In English 15:00-16:25 16:30-16:45

Saturday,
April 1

In English 11:00-12:25 12:30-12:45

In Japanese 14:00-16:00 16:05-16:20
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