
International Student Advising Office
国際センター 留学生相談室

国際センター留学生相談室では、
担当スタッフが留学生に情報やアドバイスを提供しています。
International Center provides information and advice to the

international students at TMU.
留学生のみなさん

留学生相談室は東京都立大学で学ぶすべての留学生を支援

するためにあります。日本の生活、学業、対人関係など、日本で

の留学生活の中で困っていることがあれば相談に来てください。

秘密厳守なので、指導教員や友達に話せないことでも気楽に話

せます。

留学生相談担当者

国際センター特任助教 壁谷千穂

国際センター特任助教 松本明日香

国際センター准教授 中井仙丈

りゅうがくせいそうだんしつ

For International Students
International Student Advising Office is open to all the 
international students studying at TMU. Please feel 
free to talk to our advising staff if you have any 
concerns about life in Japan, your academic career or 
interpersonal problems. Our advising staff will work 
with you confidentially.

International Student Advising Staff
Assistant Professor  Chiho KABEYA
Assistant Professor  Asuka MATSUMOTO
Associate Professor Senjo NAKAI
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※原則として予約は要りませんが、メール（ryugakusei@tmu.ac.jp）で予約してもらうと確実です。
※長期休暇中はメールで予約をしてください。
※Basically, those are walk-in hours, but we recommend you to make an appointment via email at ryugakusei@tmu.ac.jp in advance.
※ During long holidays, some of the above hours may not be open. Please send an email to make an appointment.
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場所と時間（英語、日本語で対応可能）

月 火 水 木 金

南大沢キャンパス
国際交流会館210室

10:00-12:00 〇 〇

13:00-17:00 〇 〇

日野キャンパス
2号館206室

※第１・３火曜日

10:00-12:00 〇

13:00-17:00 〇

荒川キャンパス
図書館115室
※第４金曜日

10:00-12:00 〇

13:00-17:00 〇

Location & Advising Hours (English and Japanese)

Mon Tue Wed Thu Fri

Minami-Osawa Campus
Room 210, 

International House

10:00-12:00 〇 〇

13:00-17:00 〇 〇

Hino Campus
Room206, Build #2

*1st & 3rd Tuesdays

10:00-12:00 〇

13:00-17:00 〇

Arakawa Campus
Room115, Library

＊4th Friday

10:00-12:00 〇

13:00-17:00 〇

日野キャンパス：12月6日（火）は「１号館セミナー室１ー１」に変更
1月17日（火）は「４号館セミナー室２０１」に変更

荒川キャンパス：11月25日（金）は「校舎棟591室」に変更

Hino Campus: Tuesday December 6, the room will be changed to Room 1-1, Building 1
Tuesday January 17, the room will be changed to Room 201, Building 4

Arakawa Campus: Only on Friday November 25, the room will be changed to Room 591, Main Building
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