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.16 (2022.10.19)
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． 第 2 回「令和 4 年度 留学生のためのキャリアセミナー」情報収集及び企業・業界研究
(オンライン）
（国際教育交流センター）
２． デイリーライフオリエンテーション（対面） (OUISA）
３. 折り紙 2022（対面）
（B.S.P.豊中）
４．英語カフェ（対面） （B.S.P.吹田）
５．Nature Walk：五月山（対面）
（B.S.P. 吹田、OUISA）
６．月見会（対面）
（B.S.P.吹田）
７．スポーツフェスティバル’22（OUISA, B.S.P.吹田）
８．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 2nd Job Search Strategy Seminar for International Students 2022: Collecting
information and business research (Online) (CIEE)
2. Daily Life Orientation (Offline) (OUISA)
3. Origami (Paper-folding) 2022 (Offline) (B.S.P. Toyonaka)

4. English Cafe (Offline) (B.S.P. Suita)
5. Nature Walk : Satsukiyama (Offline) (B.S.P. Suita, OUISA)
6. Tsukimi (Moon Viewing) Party (Offline) (B.S.P. Suita)
7. Sports Festival ’22 (OUISA, B.S.P. Suita)
8. Zoom Chat Time (CIEE)
::::::: １．第 2 回「令和 4 年度 留学生のためのキャリアセミナー」情報収集及び企業・業界
研究（国際教育交流センター）
日時：10 月 24 日(月) 17：30～19：00
場所：Zoom (申込者に URL をお知らせします。申し込み期限 10 月 24 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
※就活情報収集や様々な業界について学ぶ貴重な機会です。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。
https://x.gd/BSBfv
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/j0439
::::::: 1. The 2nd Job Search Strategy Seminar for International Students 2022: Collecting
information and business research (CIEE)
Date & Time：October 24th (Mon.) 17：30～19：00
Place : Zoom (URL will be sent via email to those who have registered the seminars by
noon, Oct 24th.)
Language: Japanese
Target: Osaka University students only
※It will be a good opportunity to learn about collecting job hunting information and
business research. If you’d like to work in Japan after graduation, join us!
▼Registration from the following site: https://x.gd/BSBfv
If you already have your registration number, you need not register.
※flyer

http://osku.jp/j0439

::::::２． デイリーライフオリエンテーション（対面）（OUISA）
OUISA メンバーが日本での生活や大阪大学での新しい環境に慣れるための様々な役立つ情
報を伝えてくれます。
日時：10 月 20 日(木) 12:10～

場所：IRIS（吹田キャンパス IC ホール 2 階）
対象者：大阪大学の学生
参加費：無料
※事前申込不要
※飲食禁止、マスク着用
:::::2．Daily Life Orientation (Offline) (OUISA)
OUISA members will tell you about some useful tips about adapting to the new
environment in Japan, Osaka University, etc.
Date & Time: October 20th (Thu.) 12:10～
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita Campus)
Target: Osaka University students only
Fee: Free
*Pre-registration is not required.
*Please wear a mask and refrain from eating and drinking during the event.
:::::３．折り紙 2022（対面）（B.S.P.豊中）
日時：10 月 25 日（火）12:15～13:00
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
定員：15 名（先着順）
参加費：無料
申込：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe06DpxU_u0xBM_U05Tf0biLSk38eFOgz64
Ga3ojT9Mofi6tA/viewform
※飲食禁止、マスク着用
::::: 3. Origami (Paper-folding) 2022 (Offline) (B.S.P. Toyonaka)
Date & Time: Oct. 25 (Tue.) 12:15～13:00
Place: CIEE Toyonaka Branch (2F, Student Service & Union Bldg., Toyonaka Campus)
Target: Osaka University students only
Capacity: 15 students (on a first-come, first-served basis.)
Fee: Free
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe06DpxU_u0xBM_U05Tf0biLSk38eFOgz64
Ga3ojT9Mofi6tA/viewform

*Please wear a mask and refrain from eating and drinking during the event.
::::::: ４．英語カフェ(対面) （B.S.P.吹田）
日時：10 月 21 日（金） 12:15-12:45
場所：IRIS（吹田キャンパス IC ホール 2 階）
対象者：大阪大学の学生
参加費：無料
※事前申込不要（人数制限の可能性あり）
※飲食禁止、マスク着用
::::::: 4. English Cafe (Offline) (B.S.P. Suita)
Date & Time: Oct.21(Fri.) 12:15-12:45
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita Campus)
Target: Osaka University students only
Fee: Free
*Pre-registration is not required. (Participants might be limited.)
*Please wear a mask and refrain from eating and drinking during the event.
:::::: ５． Nature Walk（対面）
：五月山（B.S.P. 吹田、OUISA）
日時：10 月 29 日（土）14:00-17:20
集合場所：以下のいずれかより選択
① 阪急北千里駅(12:45)
② 阪急石橋阪大前駅(13:20)
③ 阪急池田駅(13:30)
行先：五月山動物園、五月山都市緑化植物園、五月山公園
対象者：大阪大学の学生
定員：20 人（先着順、事前予約制）
費用：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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrUEwza1l531GOemVy5motaN2wqMcAeWJ_ynu1rcxIUoHDw/viewform
※マスク着用
※本イベントは、悪天候や新型コロナ感染症の影響により、中止または延期となることが
あります。
:::::: 5. Nature Walk : Satsukiyama (Offline) (B.S.P. Suita, OUISA)

Date & Time: October 29 (Sat.) 14:00-17:20
Meeting Place: Please select from one of the following.
① Hankyu Kitasenri Station (12:45)
② Hankyu Ishibashi Handaimae Station(13:20)
③ Hankyu Ikeda Station (13:30)
Destination: Satsukiyama Zoo, Botanical Garden, Satsukiyama Park
Target: Osaka University students only
Capacity: 20 students (on a first-come, first-served basis, pre-registration required)
Fee: Free (Please pay your transportation fee by yourself.)
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrUEwza1l531GOemVy5motaN2wqMcAeWJ_ynu1rcxIUoHDw/viewform
*Please wear a mask.
*The event might be cancelled or postponed due to bad weather or the spread of the
COVID-19 infection.
:::::６．月見会（対面）（B.S.P.吹田）
月見団子を作り、持ち帰ります。俳句にもチャレンジしてみよう！
日時：11 月 1 日（火）16:50～17:50
場所：IRIS（吹田キャンパス IC ホール 2 階）
対象者：大阪大学の学生
定員：20 名（先着順）
参加費：100 円
申込：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHUHy4d95LVh_4l6SzuI5sBMUXz9WCU7
1sL3Ivw2qK_naw-g/viewform
※IRIS 内での飲食禁止、マスク着用
※感染対策を徹底した上で実施します。
::::: 6. Tsukimi (Moon Viewing) Party (Offline) (B.S.P. Suita)
We’ll make Tsukimi Dango(dumplings) and take them home. Let’s try Haiku, too!
Date & Time: Nov. 1 (Tue.) 16:50～17:50
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita Campus)
Target: Osaka University students only
Capacity: 20 students (on a first-come, first-served basis.)
Fee: 100 yen

Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHUHy4d95LVh_4l6SzuI5sBMUXz9WCU7
1sL3Ivw2qK_naw-g/viewform
*Please wear a mask and refrain from eating and drinking during the event.
*We are thoroughly taking counter measures against the corona virus.
:::::::７. スポーツフェスティバル’22（OUISA, B.S.P.吹田）
日時：11 月 19 日（土）13:00-18:00
場所：吹田キャンパス体育館
種目：バレーボール、ボールコントロール、ドッヂボール、綱引き、腕相撲、ヨガ、
ピラティス、ズンバ、フットサル、バドミントン、卓球
参加費：無料
申込み：事前予約制、以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV6X50841iQ7K6AeHJnmxw3L1wb6WkQlMFVMeW_yzLH5Ayg/closedform
申込期間：10/10（月）～11/9（水）
*詳しくは以下の FB ページで随時情報更新していますので、確認してください。
https://www.facebook.com/OUISA.OU
::::::: 7. Sports Festival ’22 (OUISA, B.S.P. Suita)
Date & Time: November 19(Sat.) 13:00-18:00
Place: Gymnasium in Suita Campus
Kinds of sports: Volleyball, Ball Control, Dodgeball, Tug of War, Arm Wrestling, Yoga,
Pilates, Zumba, Futsal, Badminton and Table tennis.
Fee: Free
Registration: Pre-registration required. Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV6X50841iQ7K6AeHJnmxw3L1wb6WkQlMFVMeW_yzLH5Ayg/closedform
Registration period: Oct.10 (Mon.) to Nov.9 (Wed.)
*For further information, visit their Facebook page as below.
https://www.facebook.com/OUISA.OU
:::::: ８．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
:::::: 8. 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

