
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.20 (2022.11.28) 

 

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 5 回留学生のためのキャリアセミナー：内定者による経験談 (オンライン) 

（国際教育交流センター） 

２．フランス語カフェ（対面）（B.S.P.箕面） 

３．英語カフェ（対面）（B.S.P.吹田） 

４．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 5th job hunting seminar for international students：Hearing about the 

experiences of students with job offers (Online)(CIEE) 

2. French Café (Offline) (B.S.P. Minoh) 

3. English Cafe (Offline) (B.S.P. Suita) 

4.   Zoom Chat Time (CIEE) 

 

:::::: １． 第 5 回留学生のためのキャリアセミナー：内定者による経験談 (オンライン) 

（国際教育交流センター） 



日時：12 月 1日(木) 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 12月 1 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 

発表者：  

文系ルーム 

① 呂 凌霄 /国際公共政策研究科 /中国 

② 楊 岳樺/経済学研究科/台湾 

③ ZOU ZHENGYANG/外国語学部/中国 

理系ルーム 

① EKAPUTRA JONATHAN/工学研究科/インドネシア 

② BOUJLIDA MOHAMED /基礎工学研究科/チュニジア 

③ YONG ZI JIAN/理学研究科/マレーシア 

内定者から貴重な経験談が聞ける機会です。 

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/s0583 

   

::::: 1.  The 5th job hunting seminar for international students： 

Hearing about the experiences of students with job offers (Online) (CIEE) 

Date & Time: December 1st (Thu.) 17:30-19:00  

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

noon, Dec. 1st.) 

Language: Japanese 

Target: Osaka University students only 

Speakers of each breakout rooms: 

Liberal arts Room 

① LU LINGXIAO / OSIPP / China 

② YANG YUE HUA/ Grad. School of Economics / Taiwan 

③ ZOU ZHENGYANG/School of Foreign Studies / China 

Science/Engineering Room 

① EKAPUTRA JONATHAN/ Grad. School of Engineering /Indonesia 

② BOUJLIDA MOHAMED / Grad. School of Engineering Science /Tunisia 

③ YONG ZI JIAN/ Grad. School of Science /Malaysia 

https://x.gd/BSBfv
http://osku.jp/s0583


It will be a good opportunity to hear about the experiences of the students with job offers. 

If you'd like to work in Japan after graduation, please 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/s0583 

 

:::::: ２．フランス語カフェ（対面）（B.S.P.箕面） 

日時：12 月 2日（金）、9日（金）12:20-13:20 

形式：対面 

場所：CIEE 箕面分室及び学生交流スペース（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/e/1FAIpQLSejSBC0bqO2SbhZ67ZwL8mpocRDZt4rwfV

6yyVsi3FkyvCJNg/viewform 

※飲食禁止、マスク着用 

 

:::::: 2.  French Cafe (Offline) (B.S.P. Minoh)  

Date & Time: Dec.2 (Fri.), 9 (Fri.) 12:20-13:20 

Style: Offline   

Place: CIEE Minoh Branch and Student Common Space (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/e/1FAIpQLSejSBC0bqO2SbhZ67ZwL8mpocRDZt4rwfV

6yyVsi3FkyvCJNg/viewform 

* Please wear a mask and refrain from eating and drinking during the event. 

 

:::::::３．英語カフェ(対面) （B.S.P.吹田） 

日時：12 月 9日（金）、16 日（金）、23 日（金） 12:15-12:45 

形式：対面 

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 

https://x.gd/BSBfv
http://osku.jp/s0583
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejSBC0bqO2SbhZ67ZwL8mpocRDZt4rwfV6yyVsi3FkyvCJNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejSBC0bqO2SbhZ67ZwL8mpocRDZt4rwfV6yyVsi3FkyvCJNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejSBC0bqO2SbhZ67ZwL8mpocRDZt4rwfV6yyVsi3FkyvCJNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejSBC0bqO2SbhZ67ZwL8mpocRDZt4rwfV6yyVsi3FkyvCJNg/viewform


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 

 

::::::: 3. English Cafe (Offline) (B.S.P. Suita) 

Date & Time: Dec. 9 (Fri.), 16 (Fri.), 23 (Fri.) 12:15-12:45  

Style: Offline   

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. 

 

:::::: ４．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 

 

:::::: 4. 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 


