
留学生支援室では、本学に在籍する留学生・外国人研究者、その関係者を
サポートするため、さまざまな相談に応じています。

学業・研究
学内手続きがよくわから
ない、研究に集中できない

国際・文化交流
日本の文化や日本語を学
びたい、日本人と交流を
したい、学内のサークル
活動に参加したい、など
（言語交換プログラム、中国語
茶話会など）

心理的な相談
人間関係で悩んでいる、
気分が落ち込んでいる、
など
※駒場・柏キャンパスでも
相談できます。

進路・就職
進学・就職を迷っている、
日本の企業や就職活動を
知りたい、など

日常生活
保険や税金・役所の
手続きについて知り
たい、アルバイト先
でのトラブルを相談
したい、など

●	東京大学に在籍する人はだれで
も利用できます。	
（留学生との交流機会について知りたい
学内学生も利用できます）

●	日本語・英語・中国語で対応し
ます。中国語の対応日は事前に
ウェブサイトで確認してください。

	 中文工作日请事先通过电话或
是网页确认。

●	所属キャンパスを問わず、オン
ラインでの面談も可能です。

ウォークイン（予約不要）

Go Globalセンターサポートデスク

Go Globalセン
ターでの対面対
応もしくはオン
ライン対応

個別相談（完全予約制）

ウェブサイトで利用方法を
確認のうえ、予約フォーム
から申し込んでください。

※	相談内容についての秘密は厳守されます。

留学生支援室
メール

ニュースレター
留学生、外国人研究者や
教職員向けにさまざまな
情報を配信しています。

登録はこちら
▼

家族のこと
母国から家族を呼び
よせたい、日本での
育児、配偶者の日本
での生活のこと

利用方法

開室日時は
ウェブサイト
で確認して
ください。
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第二本部棟3階333号室
（個別相談対応・完全予約制）

Go Globalセンター
サポートデスク
（ウォークイン対応）

正門

弥生門

赤門 懐徳門

春日門

龍岡門

春
日
通
り

本郷通り

•https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/
ja/support-issr_soudan.html

• issr.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
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第二本部棟3階333号室
（個別相談対応・完全予約制）

Go Globalセンター
サポートデスク
（ウォークイン対応）

東京大学

留学生支援室
International Student Support Room
The University of Tokyo

東京大学 グローバル教育センター

☎ 03-5841-2360/1720
※開室時間などはウェブサイトで確認してください。
　（土日祝日は閉室）

場所
本郷

キャンパス● Go Globalセンターサポートデスク
  （理学部1号館東棟1階  Go Globalセンター内）

● 留学生対象 個別相談対応
　（第二本部棟3階  333号室）

MAP

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/support-issr_soudan.html


International Student Support Room (ISSR) provides a variety of consultation services 
to support international students/researchers and other relevant members at UTokyo.

Study/Research
Need assistance with  

completing school procedures, 
unable to focus on research, etc.

International/
Cultural Exchange

Learn about Japanese culture/
language, have exchanges with 
Japanese people, wishing to 
join a circle/club, etc.
(Language Exchange Program, 
Chinese Conversation Club,etc.)

Psychological 
Counseling/Consultation
Anxious about relationships 

with others, feeling 
depressed, etc. 

*Counseling also available on 
Komaba and Kashiwa 

Campuses.

Job/
Career Development

Learn more about Japanese 
companies and the Japanese 
job-hunting process, thinking 

about go on to a doctoral course 
or job-hunting?, etc.

• We serve the UTokyo 
community at large.

• Services are available in 
Japanese, English and 
Chinese. 

中文工作日请事先通过电话
或是网页确认。

• Online consultation/
counseling services are 
available regardless of 
campus.

Email Newsletters 
from ISSR

Useful information for 
UTokyo international 

students/researchers and 
faculty/staff members 

available through the email 
newsletter. Register online.

▼

Daily Life 
Concerns

Administrative 
procedures with the city 

office, insurances, 
taxation, trouble 

regarding part-time 
jobs, etc.

How to use our services

Concerns 
regarding your 
family member

Inviting your family to 
Japan, raising children 

in Japan, your 
spouse's daily life in 

Japan, etc.

Walk-in Advisory 
(No reservation necessary)

Go Global Center Support Desk

In-person services at  
Go Global Center or online 
support available.

Please check our website for 
opening schedule.

Individual Consultation/
Counseling
(By appointment only)

Please check the website for 
how to use our services and 
apply through the reservation 
form.

All information you provide is kept confidential.
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Hongo-dori Ave

Go Global Center 
Support Desk 
(Walk-in advisory)

Room 333, 3F, 
2nd Administration Bldg.
（Individual consultation/counseling
 ･By appointment only）

International 
Student 
Support Room 
The University of Tokyo

Center for Global Education,
The University of Tokyo

•https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/
en/support-issr_soudan.html

• issr.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

☎ 03-5841-2360/1720
＊For details (Open hours/How to use our 

services, etc.) , please visit our website.
   (Closed on Saturdays, Sundays, and 

National Holidays)
Location

Hongo
Campus

MAP

Go Global Center Support Desk
(1st Floor, Bldg.1 [East], Faculty of Science)

Individual consultation/counseling for 
international students 
(Room 333, 3F, 2nd Administration Bldg.)

https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/en/support-issr_soudan.html

