
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.22 (2022.1.19) 

 

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．CIEEからのメッセージ 

２．第 9回「留学生のためのキャリアセミナー：オンライン集団面接練習会」 （国際教育

交流センター） 

３．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.  A message from CIEE 

2. The 9th Job Search Strategy Seminar for International Students: Preparing on-line 

group interviews (CIEE) 

3.  Zoom Chat Time (CIEE) 

 

::::::1. CIEEからのメッセージ 

新型コロナウイルス感染症の感染者が再度増加傾向となっており、第６波に入ったと言わ

れています。 

今一度、一人ひとりが感染対策を徹底して行うこと、感染リスクのある行動を慎むよう



お願いします。 

また、各キャンパスの IRIS・CIEE 各分室は、感染対策を十分に行った上で、通常通り

開室しています。心配なことがあればいつでも相談してくださいね。 

大阪大学の活動基準：https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun 

 

:::::: 1. A message from CIEE 

The number of people infected with the COVID-19 on the rise again, and it is said that 

it has entered its sixth wave. 

Once again, we'd like to ask each and every one of you to take thorough measures to 

prevent  infection and refrain from any behavior that poses a risk of infection. 

IRIS and CIEE branches on each campus are open as usual with adequate infection 

control measures. If you have any concerns, please feel free to contact us. 

Osaka University’s COVID-19 response levels: 

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

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

 

::::::2. 第 9回「留学生のためのキャリアセミナー：オンライン集団面接練習会」 （国際教

育交流センター）  

日 時 ：1月 21日(金) 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 1月 21日(金)正午） 

言 語 ：日本語 

対    象 ：大阪大学に在籍している留学生 

 

※実際に集団面接の練習ができるまたとないチャンスです。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/k0318 

 

:::::: 2. The 9th Job Search Strategy Seminar for International Students: Preparing on-

line group interviews (CIEE) 

Date & Time： January 21st (Fri) 17:00 to 18:30 

Place : Zoom (URL will be sent via email to those who have registered the seminars by 

noon, Jan. 21st.) 

Language: Japanese 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun
https://www.osaka-u.ac.jp/en/news/info/corona/kijyun
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun
http://bit.do/SeminarRegistration
http://osku.jp/k0318


Target: Osaka University students only 

※It will be a good opportunity to prepare group interviews. 

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 your registration number, you need not register. 

※flyer http://osku.jp/k0318 

 

:::::: ３．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 

 

:::::: 3. 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 

http://bit.do/SeminarRegistration
http://osku.jp/k0318

