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.19 (2021.12.3)
このあいりすレターは、留学生へ大事なお知らせ（例：地震などの災害時のお知らせ）
をお送りするため、大阪大学に在籍する全ての留学生に KOAN から一斉送信しています。
別途、個人のメールを登録している人には、重複して配信されています。
今後、個人のメールアドレスでの受け取りをキャンセルしたい場合は、このメールに返
信し、登録を削除したい個人のメールアドレスを知らせてください。（KOAN 登録メール
アドレスには引き続き自動的に送信されます。ご了承ください。
）
This IRIS letter is sent from KOAN to all international students currently enrolled at Osaka
University in order to receive important information (e.g. disaster notice such as an
earthquake). Those who have registered their personal email address will receive a duplicate.
If you wish to delete your personal e-mail address, please reply to this e-mail and let us know
the private e-mail address. (You will continue to receive the letter to KOAN-registered
address for a systematic reason. We appreciate your understanding.)
＊ 今回の IRIS レター＊
１．第 7 回「留学生のためのキャリアセミナー：エントリーシートの書き方・合同企業説
明会等対策」
（国際教育交流センター）
２．以心伝心ゲーム（豊中 B.S.P.）
３．英語カフェ（豊中 B.S.P.）
４．韓国語カフェ（箕面 B.S.P.）
５．OUISA Hour（OUISA）
６．Nature Walk 勝尾寺（OUISA）
７．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. The 7th Job Search Strategy Seminar for International Students: Preparing entry
sheets and company recruiting fairs (CIEE)
2. Telepathy Game (Toyonaka B.S.P.)
3. English Cafe (Toyonaka B.S.P.)
4. Korean Cafe (Minoh B.S.P.)
5. OUISA Hour (OUISA)

6. Nature Walk Katsuo-ji Temple (OUISA)
7. Zoom Chat Time (CIEE)
::::::1.第 7 回「留学生のためのキャリアセミナー：エントリーシートの書き方・合同企
業説明会等対策」（国際教育交流センター）
日
時 ：12 月 6 日(月) 17：00～18：30
場
所 ：Zoom (申込者に URL をお知らせします。申し込み期限 12 月 6 日(月)正午）
言
語 ：日本語
対
象 ：大阪大学に在籍している留学生
※エントリーシートの書き方と合同企業説明会等対策を学びます。日本で就職を希望して
いる方はぜひ参加しましょう！
▼ 申し込み方法：以下のサイトから申し込んでください。
http://bit.do/SeminarRegistration
登録番号をすでにお持ちの方は申し込み不要です。
※ポスター http://osku.jp/g0674
::::: 1. The 7th Job Search Strategy Seminar for International Students: Preparing entry
sheets and company recruiting fairs (CIEE)
Date & Time：December 6th (Mon) 17:00 to 18:30
Place: Zoom (URL will be sent via email to those who have registered the seminars by
noon, Dec. 6th.)
Language: Japanese
Target: Osaka University students only
Contents:
・Entry sheets: a passport to interview sessions
・Basic format of entry sheets
・Preparing company recruiting fairs
※If you´d like to work in Japan after graduation, join us!
▼Registration from the following site:
http://bit.do/SeminarRegistration
If you already have a registration number, you need not register.
※flyer http://osku.jp/g0674
:::::: ２. 以心伝心ゲーム（豊中 B.S.P.）
英語でゲームをして国際交流しませんか？
日

時：12 月 6 日（月）12:15～13:00

形 式：オンライン
対象者：大阪大学の学生
参加費：無料
申込方法等：以下の google form より入力してください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsDsZVGCQCU5FsN7R7TBE7RVjGfZNwEvIV7M4LCtCQSrtEQ/viewform
:::::: 2. Telepathy Game (Toyonaka B.S.P.)
A simple word game that will be played in English
Date & Time: Dec.6 (Mon.) 12:15～13:00
Style: Online
Target: Osaka University students only
Fee: Free
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsDsZVGCQCU5FsN7R7TBE7RVjGfZNwEvIV7M4LCtCQSrtEQ/viewform
:::::: ３．英語カフェ（豊中 B.S.P.）
日 時：12 月 15 日（水）12:15～13:00
形 式：対面
場 所：CIEE 豊中分室（豊中キャンパス学生交流棟 2 階）
対象者：大阪大学の学生
参加費：無料
※事前申し込み不要
※コロナウイルス感染防止のため飲食禁止
※コロナウイルス感染防止のため、当日の参加状況により入室を制限する場合が
あります。マスク着用
:::::: 3. English Cafe (Toyonaka B.S.P.)
Date & Time: Dec. 15 (Wed.) 12:15～13:00
Style: Offline
Place: CIEE Toyonaka Branch (2F. Student Service & Union Bldg., Toyonaka Campus)
Target: Osaka University students only
Fee: Free
*Pre-registration is not required.
*Please refrain from eating or drinking due to the prevention of the COVID-19.
*Due to the prevention of the COVID-19, the number of people joining the event at the
same time might be limited. Please wear a mask.
:::::: ４．韓国語カフェ（箕面 B.S.P.）

日 時：12 月 16 日（木）12:15～13:00
形 式：対面
場 所：CIEE 箕面分室（箕面キャンパス外国学研究講義棟 5 階）
対象者：大阪大学の学生
定 員：30 名（事前予約制。先着順）
参加費：無料
申込方法等：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/1ipf1_eroPaD3pdemSVxVkoI39Jb3yVpUN6q6hciCm2s/
edit
※コロナウイルス感染防止のため飲食禁止
※マスク着用
:::::: 4. Korean Cafe (Minoh B.S.P.)
Date & Time: Dec. 16 (Thu.) 12:15～13:00
Style: Offline
Place: CIEE Minoh Branch (5F, Research and Education Hub, Minoh Campus)
Target: Osaka University students only
Capacity: 30 students (Pre-registration required. On a first-come, first-served basis.)
Fee: Free
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/1ipf1_eroPaD3pdemSVxVkoI39Jb3yVpUN6q6hciCm2s/
edit
* Please refrain from eating or drinking due to the prevention of the COVID-19.
* Please wear a mask.
:::::: ５．OUISA アワー（OUISA）
OUISA メンバーが、英語で母国の文化、歴史、地理などを紹介してくれます。
一緒に学びましょう！
紹介国：エジプト
日時：12 月 16 日（木）12:10-12:50
場所：IRIS（吹田キャンパス IC ホール 2 階）+Zoom 開催
対象者：大阪大学の学生のみ
定員：IRIS での対面参加は 15 名まで（先着順）。定員超過あるいはオンラインでの参加を
希望する方は、Zoom 参加とします。
参加費：無料
申込方法等：以下の google form より入力してください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflLbWYcy3Id4zeagqRHKUTLOuN6Gn9OSzqChZkLKomGf4tQ/viewform
※コロナウイルス感染防止のため飲食禁止
※対面の場合はマスク着用
:::::: 5. OUISA Hour (OUISA)
One of international students will introduce the culture, history and geography of Egypt.
The country: Egypt
Date & Time: Dec.16 (Thu.) 12:10-12:50
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus) + live stream on Zoom
Target: Osaka University students only
Capacity: Up to 15 students in IRIS offline (on a first-come, first-served basis). If the
capacity is exceeded or if you prefer online participation, you can join in by Zoom.
Fee: Free
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflLbWYcy3Id4zeagqRHKUTLOuN6Gn9OSzqChZkLKomGf4tQ/viewform
* Please refrain from eating or drinking due to the prevention of the COVID-19.
* Please wear a mask (offline participation).
:::::: ６．Nature Walk 勝尾寺（OUISA）
日時：12 月 19 日（日）11:40 集合
集合場所：阪急北千里駅改札出口前
行先：勝尾寺
対象者：大阪大学の学生
定員：20 人（事前予約制。先着順）
参加費：無料（交通費自己負担）
申込：以下の google form より入力してください。
https://forms.gle/WsipkG2k2aLvJcJu9
※コロナ感染の状況や天候に応じて、キャンセルまたは延期することがあります
:::::: 6. Nature Walk Katsuo-ji Temple (OUISA)
Date & Time: Dec. 19 (Sun.) Gathering time 11:40
Meeting Place: In front of the ticket gate of Hankyu Kitasenri station
Destinations: Katsuo-ji Temple
Target: Osaka University students only

Capacity: 20 students (Pre-registration required. On a first-come, first-served basis.)
Fee: Free (Please pay your transportation fee by yourself.)
Registration: Please enter your information in the form below.
https://forms.gle/WsipkG2k2aLvJcJu9
*It may be canceled or postponed depending on the status of the corona infection or the
weather.
:::::: ７．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。
ちょっとした質問や相談、日本語の会話の練習などができます。
ご参加をお待ちしています。
日時：平日 16：00～17：00
Zoom ミーティング ID: 939 4165 5407
Password: 3zi0Jz
:::::: 7. Zoom Chat Time (CIEE)
We, IRIS staff, are conducting Zoom Chat Time targeting OU students.
You can ask us a question, have a counseling session, practice Japanese conversation
and so on. We are waiting for your participation.
Date & Time: 16：00～17：00 weekdays
Zoom Meeting ID: 939 4165 5407
Password: 3zi0Jz
(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

