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留学生相談室の中本です。みなさん、体調はどうでしょうか。授業やガイダンス等がすべてオンライン化さ
れ、不安を感じられている方も多いのではないでしょうか。今日は、4 月 20 日からスタートする留学生相
談室の相談がオンラインでできることになりましたので、お知らせします。
I am Shinichi Nakamoto, Office of Advising Services for International Students
(OASIS). How have you been spending your days recently? Some of you are
worrying about the drastic student life change brought by COVID-19 pandemic. In
this issue, I will be talking about the OASIS Online.

概要 Outline

今回の緊急事態期間中、埼玉大学留学生相談室は、みなさんからの悩みや問題、手続きなどを
ZOOM を利用したオンライン （OASIS on line）で受けつけます。ZOOM を使用することで、アド
バイザーとの 1 対 1 の形をとることで、みなさんのプライバシーを厳守します。

Under the present circumstance of State of Emergency, Saitama University will
provide advising & counseling services online (OASIS-ON-LINE), using ZOOM
COMMUNICATION SYSTEM. We will strictly protect your privicy through
one-to-one zoom rooms.

1. 手順と手続 Procedures

先ず、国際室もしくはアドバイザーにメールでご連絡ください。その際に希望する曜日と時間をお知らせくだ
さい。それを受け、アドバイザーから直接お返事を差し上げ、確実に ZOOM に入れる時間を設定します。
その後に Zoom のミーティング ID とパスワードをメールで差し上げますので、これらの情報を利用して、
設定された時間に zoom room に入ってください。ミーティング ID とパスワードを他人に教えない限り
相談者のみが参加できるのでプライバシーが守られます。

留学生総合住宅保障（アパートの保証人）の件で予約を希望する場合には、最初に国際室にメール
することをお勧めします。

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting
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First, email International Office or Advisors, with your availability (the days of the
week and time you prefer). International Student Advisors will reply with a
possible date and time for your zoom interview. Finally, the advisors will send you
the meeting ID and the Password. Since the ID and PW will be issued for each
interview, your privacy will be kept protected.

It is advisabe that you email International Office first when seeking for a
guarrantor for renting an apartment.

2. OASIS オンラインのスケジュール Schedule of OASIS-ON-LINE

E-mailは24時間受け付けますが、週末などをはさんだ場合には、しばらくお待たせする場合がありますの
で、ご了承ください。ZOOM を使った面談のスケジュール (OASIS ON-LINE) は次の通りです。

Email transactions are available 24 hours; however, we would ask you to bear with
us for a while during weekends, etc. The counseling & advising schedule (OASIS
ON-LINE) is as follows:

中本 進一 教授：月曜～水曜（12：00～16：00）
Professor Shinichi Nakamoto: Monday to Wednesday: 12:00 to 16:00
shinichi@mail.saitama-u.ac.jp

趙 丹寧 先生：木曜～金曜（12：00～16：00）
Advisor Ms. Danning Zhao: Thursday and Friday: 12:00 to 16:00
zhaodn12@mail.saitama-u.ac.jp

埼玉大学国際室 （予約受付）
Saitama University, Office of International Affairs
ryugaku@gr.saitama-u.ac.jp
OASIS Call: International Office at 048-858-3028
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