
 

留学生のみなさん、BSP メンバーのみなさん、そして留学生と交流しているみなさんへ 

To the International Students, B.S.P. members & related people 

 

あいりすレター：IRIS Letter No.4 (2021.5.12) 

 

 

＊ 今回の IRIS レター＊ 

１．地震への備えについて 

２．緊急事態宣言の延長について 

３．英語による留学生のためのオンライン就職対策入門セミナー（国際教育交流センター） 

４. 大阪大学国際同窓会のご案内 

５．Snack Tournament（オンライン）（吹田 B.S.P.） 

６．Zoom おしゃべりタイム（国際教育交流センター） 

 

＊Contents of this IRIS-letter＊ 

1.  Preparation for earthquakes 

2.  Regarding the extension of the state of emergency 

3.  English Job Search Seminar for International Students  

(Online Introductory Course) (CIEE) 

4.  Osaka University International Alumni Association (OUIAA) 

5.  Snack Tournament (online) (Suita B.S.P.) 

6.  Zoom Chat Time (CIEE) 

 

:::::::１. 地震への備えについて 

5 月 11 日（火）15 時 08 分頃に、大阪府北部を震源とする、最大震度 2 の地震が発生しま

した。大阪大学周辺（吹田市・箕面市・豊中市）でも震度 1 を記録し、揺れに気付いた人も

多かったと思います。 

以下のURLに、地震が起こった際にとるべき行動等が載っています。参考にしてください。 

 

地震情報：気象庁 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/ 

 

地震！その時１０のポイント（東京消防庁） 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/point10.htm 

 

http://www.jma.go.jp/jp/quake/
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/point10.htm


地震に対する１０の備え（東京消防庁） 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/sonae10.htm 

 

おおさか防災ネット 

http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html 

 

:::::::1. Preparation for earthquakes 

An earthquake with a maximum seismic intensity of 2 hit off the northern part of Osaka 

prefecture, around 15:08 on May 11. There might be many people who noticed the 

shaking, since it was reported to have a seismic intensity of 1 around Osaka University 

(Suita, Minoh, Toyonaka). 

The following URLs provide some useful information and some actions that you should 

take when an earthquake happens. 

 

Earthquake information (Japan Meteorological Agency) 

http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html 

 

10 tips for Earthquake safety (Tokyo Fire Department) 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/point10eng.htm 

 

10 ways to prepare for an Earthquake (Tokyo Fire Department) 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/sonae10eng.htm 

 

Osaka Disaster Prevention Net 

http://www.osaka-bousai.net.e.add.hp.transer.com/pref/index.html 

 

 

::::::: ２．緊急事態宣言の延長について 

皆さん既にご存じだと思いますが、政府は大阪府を含む 4 都府県への緊急事態宣言を 5 月

末まで延長しました。これに伴い、本学では引き続き、現行の活動基準レベルを維持します。 

（課外活動：レベル 5（全面停止）、その他の活動：レベル 2）。 

各活動の実施にあたっては、「コロナ新時代における大阪大学の行動ガイドライン」を必ず

守ってください 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun 

 

::::::: 2. Regarding the extension of the state of emergency 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/sonae10.htm
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/point10eng.htm
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/jisin/sonae10eng.htm
http://www.osaka-bousai.net.e.add.hp.transer.com/pref/index.html
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun


As you all know, the government has extended the state of emergency to four prefectures, 

including Osaka, until the end of May. As a result, Osaka University will continue to 

maintain the current COVID-19 response levels. 

(Extracurricular activities: Level 5 (Total Suspension), Other activities: Level 2). 

Please comply with “Osaka University Guidelines for Social Distancing in the COVID-

19 Era” when implementing each activity.  

(EN)https://www.osaka-u.ac.jp/en/news/info/corona/kijyun 

(JP) https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun 

※The English webpage is yet to be updated. Please check it later. Please also check 

KOAN.  

 

::::::３. 英語による留学生のためのオンライン就職対策入門セミナー（国際教育交流センタ

ー） 

日 時 ： 5 月 31 日(月) 17：00～18：30 

場 所 ： オンライン 

対 象 ： 英語で就職情報を希望する大阪大学留学生 

参加料 ： 無料 

※セミナーは英語で行われます。日本の就職についての入門的な内容です。英語で日本の就

職情報を希望する方はぜひ参加しましょう！  

▼ 申し込み方法：メールで申込 

件名「就職対策入門セミナー申し込み」で、 

1) 名前、2) 学部 3) 学年 4) 国籍 を書いて career@ciee.osaka-u.ac.jp 宛に申し込んでく

ださい。 

締め切り：5 月 31 日(月) 正午 

※ポスター http://osku.jp/v0955  

 

::::: 3.  English Job Search Seminar for International Students (Online Introductory 

Course) (CIEE) 

 

Date & Time： May 31st  (Mon.) 17:00 to 18:30 

Place： Online 

Target： Osaka University international students only 

Entry fee： Free 

※The seminar will be conducted in English. It will be a good opportunity to know about 

job-hunting process in Japan. If you'd like to work in Japan after graduation, please join 

us! 

https://www.osaka-u.ac.jp/en/news/info/corona/kijyun
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun
mailto:career@ciee.osaka-u.ac.jp
http://osku.jp/v0955


▼Registration via email 

Please send your 1) name, 2) faculty, 3) year and 4) country via e-mail 

(career@ciee.osaka-u.ac.jp) .  

Put “English Career Seminar registration” in the subject line. 

Deadline: May 31st (Mon.) noon 

※flyer  http://osku.jp/v0955 

 

:::::: ４.  大阪大学国際同窓会のご案内 

大阪大学留学生の卒業生は自動的に国際同窓会のメンバーになりますが、希望する卒業生

は以下のフォームで登録すると、積極的にイベントにかかわることができます。 

皆さんのご参加をお待ちしております。 

ポスター： https://bit.ly/3xYFW6z 

登録フォーム： 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsd--

AQ6k1EVjuD7r3Ej78BN5Ja6BytMgVunpDR_Kr3-8jyw/viewform 

大阪大学国際同窓会ホームページ：https://www.ouiaa.org/ 

 

:::::: 4. Osaka University International Alumni Association (OUIAA) 

Graduates will be a member of OUIAA automatically, but for active participations, 

please fill and send the form below for registration. 

We look forward to your participation. 

Poster: https://bit.ly/3xYFW6z 

OUIAA Membership form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsd--

AQ6k1EVjuD7r3Ej78BN5Ja6BytMgVunpDR_Kr3-8jyw/viewform 

OUIAA website：https://www.ouiaa.org/ 

 

:::::: ５.  Snack Tournament（オンライン）（吹田 B.S.P.） 

好きなお菓子を、実物または画像を用いて紹介してください。 

プレゼンが終わった後には、気に入ったお菓子に投票します。 

日  時：5 月 19 日（水）12:15-13:15  

参加費：無料 

対象者：大阪大学の学生のみ 

申込：以下の google form より入力してください。 

2021/5/19 Snack Tournament (google.com) 

申込締切：5 月 15 日（土） 

mailto:career@ciee.osaka-u.ac.jp
http://osku.jp/v0955
https://bit.ly/3xYFW6z
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsd--AQ6k1EVjuD7r3Ej78BN5Ja6BytMgVunpDR_Kr3-8jyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsd--AQ6k1EVjuD7r3Ej78BN5Ja6BytMgVunpDR_Kr3-8jyw/viewform
https://www.ouiaa.org/
https://bit.ly/3xYFW6z
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsd--AQ6k1EVjuD7r3Ej78BN5Ja6BytMgVunpDR_Kr3-8jyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsd--AQ6k1EVjuD7r3Ej78BN5Ja6BytMgVunpDR_Kr3-8jyw/viewform
https://www.ouiaa.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ZPU5jBlFICJv8qEfgaXOpOQNR0qXsHL0MN-AXmv6QJsSzQ/viewform?fbclid=IwAR0vfP0ajdQHi4xPpeJTyzCOLtj342YUNhgZadmlxPxkOo_BZi9gnaQa1tw


※オンラインイベントです。 

※申込者には、5 月 18 日（火）に Zoomのリンクを送付します。 

 

:::::: 5. Snack Tournament (online) (Suita B.S.P.) 

Please show and talk about your favorite sweets using the real ones or images. 

After all presentations, vote for your favorite snacks. 

Date & Time: May 19 (Wed.) 12:15-13:15 

Fee: Free 

Target: Osaka University students only 

Registration: Please enter your information in the form below. 

2021/5/19 Snack Tournament (google.com) 

Registration deadline: May 15 (Sat.) 

*Online event 

*We’ll send the Zoom link to the registrants on May 18 (Tue.). 

 

:::::: ６．Zoom おしゃべりタイム（国際教育交流センター）  

IRIS のスタッフと学生が自由に参加しておしゃべりする時間を設けています。  

日時：平日 16：00～17：00  

詳細は以下の URL を確認してください。 

https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21 春おしゃべりタイム.pptx 

 

:::::: 6. Zoom Chat Time (CIEE)  

We, IRIS staff, are conducting Zoom Chat Time targeting OU students.  

Date & Time: 16：00～17：00 weekdays  

For more details, see the link below. 

https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21 春おしゃべりタイム.pptx 

 

 (このメールが不要な方は、氏名・入学年月を明記のうえ、返信してください。) 

（If you do not want to receive this letter via e-mail,  

please reply us written in your name and entrance year and month.） 

************************************************************************ 

大阪大学国際教育交流センター 

留学生交流情報室「IRIS」 

Information Room for International Students 

Center for International Education and Exchange, Osaka University 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ZPU5jBlFICJv8qEfgaXOpOQNR0qXsHL0MN-AXmv6QJsSzQ/viewform?fbclid=IwAR0vfP0ajdQHi4xPpeJTyzCOLtj342YUNhgZadmlxPxkOo_BZi9gnaQa1tw
https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21春おしゃべりタイム.pptx
https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21春おしゃべりタイム.pptx

