
学生生活を送るうえでのいろいろなサポート

【 学生相談室 】

学生生活の中で出あう様々な
困りごとについて一緒に考える部署です

保健室

健康（身体）上の様々な困りごとについて
一緒に考える部署です

【 アクセスルーム 】

修学上の様々な困りごとについて
一緒に考える部署です
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共通①



大学生活で困ったり悩んだりしたときには・・・

そんな学生さんをサポートする部署があります

たとえば・・・

・授業を受けるときに困りごとがあり、
配慮を希望する

アクセスルーム

コーディネータが
素早く対応

・学生生活の中で出会う様々な困りごと
（友達のこと、家族のこと、自分のこと、
こころがしんどいこと）がある

・新型コロナウィルス感染症に伴う
不安や悩みがある

学生相談室

カウンセラーに
よる心理面接

共通②



学生相談室からあなたに

大阪大谷大学 学生相談室

学生相談室 ①



相談する人ってどんな人？
・学生相談室長 田沢 晶子（人間社会学部教授・学生部長）

・カウンセラー 月曜日から金曜日まで毎日、在室しています

カウンセラーは、公認心理師および臨床心理士の資格を持ったこころの専門家です。

♦主任カウンセラー 森 布季 月曜日～金曜日 10時～17時

♦カウンセラー 西河 友則子 月・水曜日 10時30分～17時30分

・相談員 資格を持った教員が授業期間中に各1コマ担当しています
♦小田 浩伸 教育学部教授 学校心理士スーパーバイザー

♦田沢 晶子 人間社会学部教授 公認心理師・臨床心理士

♦五位塚和也 教育学部准教授 公認心理師・臨床心理士

・特別相談員 精神科医師による相談日があります
病院ではありませんので、診断やお薬の処方はできません。相談日についてはお問い合わせください。

♦山下 仰 精神科医

学生相談室 ②



たとえばこんなときに・・・

• 学生生活に充実感が
ない

• 自分の性格につい
て考えてみたい • 友人関係で困って

いる

• 心身が不安定な感
じがする • 将来や進路のこと

で迷っている
• 親との関わりにつ
いて考えたい

• 恋愛で悩んでいる

• 少し話を
聴いてほしい････

• 災害や事故などに遭い、そ
の場面が思い出され、生活
に支障をきたしている･･･

学生相談室 ③

• 新型コロナウィルス感
染拡大に伴う不安や
心配ごとがある・・・・



利用の仕方

• 相談の申し込み
• 直接来室、または電話で予約してください。

TEL 0721-24-1049

担当者が不在のとき、または面接中のときは、
相談室ドア横にある学生相談申込用紙に記入
してボックスにいれてください。

• 予約なしに相談することもできますが、予
約の方が優先になりますので、お待ちいた
だくか、別の日に予約をとっていただくこ
ともあります。

学生相談室 ④



利用の仕方
• 1回の面接時間は原則50分です。

• 希望や必要に応じて継続面接もできます。

• 電話相談などの遠隔相談もしています。

• 保護者からの相談も受け付けています。

• 試験期間中や夏休み、春休みなどの長期休暇中も開室しています。

• 書籍の貸し出しや、性格検査などの心理検査も行っています。

• 年2回、ティーアワー（後のスライドを参照）を開催しています。

• 授業期間中の毎週月曜日お昼休みはカウンセラーと一緒にお昼を食べる
「ランチアワー」を開催（申し込み不要、お茶付き）しています。

⇒「ランチアワー」はコロナ禍の現在、中止しています。

学生相談室 ⑤



場所は？・・・

20号館1階に
あります

学生相談室 ⑥



学生相談室は20号館１階です

スロープ

保
健
室

人間社会学部

共同研究室

階段

階段
了秀先生像

玄関・ホール

学生相談室

0721-24-1049

階段

19号館へ

W.C

会議室

20号館入口

ここから
入って一
番手前の
部屋です

学生相談室 ⑦



入口・面接室の様子

インターホンを
おしてください

不在時は、申し込み
カードをポストにいれ
てください。後ほど連
絡します。

受
付
兼
面
接
室

面
接
室

学生相談室 ⑧



ティーアワー

「オンラインによるリラクゼー
ション」での講師の先生（リモー
トで招待）

• 学生相談室では年に２回、「ティーアワー」を開催しています。

「リラクゼーション」「ハーバリウム作り」などテーマは様々です。

• 昨年度は「イメージによるストレスケア（オンライン開催）」、

「オンラインによるリラクゼーション～心身の疲れをやわらげる自宅で

できるストレスケア～」を行いました。

• 日常から少し離れ、ほっとくつろぐ癒しの時間をお過ごしください。

どなたでも参加できます（無料）。

• 開催約１ヶ月前に、学内掲示ポスターやHP等でご案内します。

• 2021年度は６月３０日（水）、１１月２４日（水）に予定しています。

学生相談室 ⑨



どんなことでもかまいません。
気軽に訪ねてください。

学生相談室 ⑩

https://www.osaka-ohtani.ac.jp/campuslife/student.html学生相談室：

https://www.osaka-ohtani.ac.jp/campuslife/student.html


アクセスルームについて

大阪大谷大学 障がい学生支援室

＜アクセスルーム＞



アクセスルームの場所

本館（1号館）の２階、志学館への渡り廊下付近にあります。

ココ！

アクセスルーム



アクセスルームの紹介

【スタッフ】

◇室長
小田 浩伸 （教育学部 教授）

◇学生支援コーディネーター

井手 沙織 （公認心理師・臨床心理士）

向 晃佑 （公認心理師・臨床心理士）

◇スタッフ

端山 枝里子

【開室時間】

月曜～金曜 9：00～17：30

アクセスルーム



もし、こんな事で困ることがあったら・・・

レポートや課題の期限通りに出すことができない…

グループワークで、周りの人と上手くコミュニケーションが取れない…

授業中、周りの音や声が気になって集中できない…

授業の板書が追いつかない…

オンライン授業の音声を聞き続けるのがしんどい…

スケジュールの管理がうまくできない…

困ったことがあれば

気軽に来室して下さいね！

アクセスルーム

アクセスルーム：https://www.osaka-ohtani.ac.jp/campuslife/lifelong/

https://www.osaka-ohtani.ac.jp/campuslife/lifelong/


ピア・サポーター活動について

学生の中には、大学生活を送る上で、サポートを必要とする学生がいます。

アクセスルームでは、同じ学生仲間（ピア：peer）として、

互いに支え合うサポート活動をしてくれる

『ピア・サポーター（peer supporter）』 を募集しています！（一部、有償）

現在も、多くの学生たちが活躍中です！

あなたも、みんながより良い学生生活を
送るために、私たちと一緒に活動してみ
ませんか？

アクセスルーム



こんなサポート活動をしています！

UDトーク修正＆要約筆記（ノートテイク）

難聴のある学生のために、授業で話している内容を
リアルタイムで文字にして伝える活動です。
主に、パソコンを使って『UDトーク』という音声認識
アプリの修正を行っています。

字幕修正作業

オンライン授業の動画字幕を修正する作業を行っています。

映像に文字情報が加わることで、難聴のある学生だけでな
く、多くの学生にとってわかりやすい授業となります。

アクセスルーム

学生課アプリ『凛Web』にも 詳しい情報が載っています！



【 ピア・サポーター説明会のご案内 】

説明会を開催しますので、ぜひ話を聞きにいらして下さい！

個別説明も行いますので、お気軽にアクセスルームをお訪ね下さい。

タイピングスキルや、映像編集技術を身につけることもできますよ！

アクセスルーム

2021年度 ピアサポーター説明会

日時：４月12日（月）・13日（火）

12：45～（お昼休み時間）

場所：1－211教室

詳しく知りたい方は、

ぜひ参加して下さいね。

後日、動画でも配信予定！


