
 

 

学生相談室、対面相談再開のお知らせ 

 

学生の皆様 

 コロナ感染症が減ったり増えたりし、なかなか安心できない状況の中、皆さんも多大な不便やストレ

スを感じているでしょうか。 

 第 3 回目の緊急事態宣言中だが、学生相談室は検討に重ねた結果、対面面談を再開することにしまい

た。ただ、いつくかの条件があります。ご理解ください。 

①、手指の消毒やマスクの着用すること。 

②、体温は 37.5 度以下である。（来談時に検温いたします） 

③、面談の時間は 30 分以内である。（電話面談だと、50 分できる） 

 そして、状況の変化によって、対面面談ができなくなる可能性もあるので、ご理解ください。 

 相談室も出勤日の朝晩、及び対面面談の前後に、消毒等及び他の対策を取っています。ご安心に来談

ください。 

 

Student counseling room resumes face-to-face counseling 

Dear Everyone 

The third state of emergency is being declared. Student counseling room resumes face-to-face 

counseling. But, There are some requirements as follows.  

① Disinfecting hands and wearing a mask 

② Body temperature should be below 37.5 degrees 

③ The Counseling time is less than 30 minutes. 

And there is a possibility that face-to-face Counseling will not be possible due to changes in the 

situation. 

 

 

 

 

 

IPS 学生相談室 

Counseling Room 

学生咨询室 

 

より良い学生生活を送るために学生相談室は学生の皆さんをサポートします。 

 「いろんな国の人と友達になりたい」「将来、国際的に活躍したい」、その夢や希望を胸に、IPS には

世界各地から学生が集まっています。大学院生活はあらゆることに挑戦できる自由と可能性を秘めてい

ます。自分の世界を広げて行くチャンスといえるでしょう。一方、そんな時期だからこそ、不安やスト

レスを感じてしまうことも多いかもしれません。学生相談室では学生生活を送っていく上での様々な不

安やストレスと上手に付き合っていくことができるように、皆さんをサポートしています。お気軽にお

越し下さい。 

 

相談の申し込み                                       

1. 開室時間中電話で予約  Tell: 093-616-0679                   



 

 

2. 開室時間中 直接カウンセリングルームをたずねる             

   毎週火曜日  9:00am~12:00pm 奥田 綾子先生（日本語・英語） 

   毎週火曜日 13:00pm~17:00pm 江  志遠先生（中国語・日本語） 

3．カウンセラー宛にメールで予約  Email：ips-counseling@list.waseda.jp 

 ＊注意：メールの確認、回答は開室時間のみです  

 

We are here for you to make your IPS life more satisfying and meaningful. 

“I want to meet people from other parts of the world.” “I want to be successful worldwide.” There are 

many students who came to IPS with great excitement and hope. In fact, there is great potential for 

students to enjoy the school life and grow in IPS. Meanwhile, it is common to experience great 

stress in graduate school. We would like to provide as much support to help you get through difficult 

times.  Please feel free to come and talk to us when you have something bothering you, EVEN IF 

YOU THINK IT IS SMALL! 

 

How to make an appointment 

1. Call us during Office Hour  Tell: 093-616-0679 

2. Inquire directly at the Counseling Room during Office Hour:       

   Every Tuesday   9:00am~12:00pm  OKUDA, Ayako (Japanese/English) 

Every Tuesday   13:00pm~17:00pm JIANG, Zhiyuan（Chinese/Japanese） 

3. E-mail the counselors to make an appointment  Email：ips-counseling@list.waseda.jp 

  *Notice: mails are only checked and replied during Office Hour 

 

 

学生咨询室欢迎您，我们将帮您顺利度过大学生活 

    “希望结交异国朋友”，“想要活跃在世界舞台上”——我们怀着不同的梦想和希望来到了 IPS。异

国的研究生活无时无处不存在着各种机遇与挑战。在这里，我们有着与国内同龄人不一样的感悟和思考，

同时也有着意想不到的挫折和体验。在您遇到困扰或者感到无助的时候，我们将一起去思考解决问题的办

法以度过难关。即便没有烦恼或困扰，也请身在异国、学在异国的同学们到学生咨询室畅谈心声。真诚地

期待您的来访。 

 

预约方法 

1. 电话预约  Tell: 093-616-0679 

2. 直接访问咨询室 

   每星期二  9:00am~12:00pm 奥田 綾子老师（日语・英语） 

   每星期二 13:00pm~17:00pm 江  志遠老师（汉语・日语） 

3．邮件预约。但是只能在工作时间收发邮件。Email：ips-counseling@list.waseda.jp 

 


