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
※在校生の皆さんには、KOAN からお送りしています。IRIS レター登録者は重複して配信
されることがありますが、ご了承ください。
We are sending this letter through KOAN registered mail for current students. To those
students already registered for IRIS Letter, you may receive this IRIS Letter twice.
あいりすレター：IRIS Letter No.26 (2021.3.24)
＊ 今回の IRIS レター ＊
１．CIEE からのメッセージ
２．Relieving Stress＠吹田キャンパス
（国際教育交流センター、キャンパスライフ健康支援センター、OUISA、 B.S.P.）
３．アラビックタイム(OUISA) ※登録制になりました!
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. A message from CIEE
2. Relieving Stress @Suita Campus（CIEE, HaCC, OUISA, B.S.P.）
3. Arabic Time (OUISA) * Registration system has been introduced!
4. Zoom Chat Time (CIEE)
::::::: １．CIEE からのメッセージ
桜が綺麗な季節になりましたね。まずこの春ご卒業・修了をお迎えの皆さん、おめでとう
ございます。大阪大学に入学後いろいろと大変なこともあったことと思いますが、この春卒
業・修了を迎えられたこと、本当に嬉しく思います。これからの皆さんの将来やそれぞれの
道における活躍を心から願っています。今後の大阪大学とのつながりの一つとして国際同
窓会(https://www.ouiaa.org)も参考にしてもらえるとありがたいです。
引き続き大阪大学での勉学研究を続ける皆さん、毎日忙しく過ごしていることと思いま
す。健康に気を付けて、時には息抜きもしながら、過ごしてください。また春休み中の皆さ
ん、4 月から新学年が始まりますね。元気で大学に戻ってきてください。
:::::::: 1. A message from CIEE
We are now in the beautiful season of cherry blossoms. First of all, congratulations to

those of you who are graduating this spring. We assume you have gone through many
challenges. We are very happy that you are completing the programs and graduating.
We wish you the very best in your future and career. For your information, one option
for you to keep in touch with Osaka University is with Osaka University International
Alumni Association (OUIAA: https://www.ouiaa.org ).
Those of you who are continuing your study and research at Osaka University, we
assume you keep very busy. Please take very good care of yourselves, and do not forget
to take some time off to refresh yourself. Those who are in spring break, the new
academic year starts in April. We look forward to welcoming you back again on campus.
::::::: ２．Relieving Stress@吹田キャンパス
（国際教育交流センター、キャンパスライフ健康支援センター、OUISA、B.S.P.）
留学生のためのストレス解消のヒントについてのイベントを、対面とオンラインで同時開
催します。
日時：3 月 30 日（火）13:00-14:00
場所：吹田キャンパス IC ホール 2 階講義室 5&6
内容：・水田一郎教授（HaCC 副センタ―長）からのアドバイス、質疑応答
（使用言語：日本語）
・参加者間での意見交換（英語・日本語どちらでも参加可能）
※主に大阪大学に在籍する留学生を対象とします。
申込方法：下記 URL または QR コードから申し込んでください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/fc700acf696792
申込期限：3 月 26 日（金）12:00
問合先：国際教育交流センター留学生交流情報室（IRIS）
iris@ciee.osaka-u.ac.jp
::::::: 2. Relieving Stress @Suita Campus（CIEE, HaCC, OUISA, B.S.P.）
We will hold an event for OU international students on stress relieving tips, both onsite
and online.
Date &Time ：March. 30 (Tue.) 13:00-14:00
Venue：Suita Campus IC Hall 2F Room 5&6
Contents：・Lecture about stress relieving (Vice-Director and Professor Mizuta Ichiro,
Health and Counseling Center), Q&A sessions
(Language: Japanese)
・Sharing ideas and experiences among participants
(Language: Both English and Japanese are available.)

*This event is mainly for International students enrolled at Osaka University.
Registration: Please enter your information in the form below or read the QR code below.
https://ssl.form-mailer.jp/fms/fc700acf696792
Deadline：Mar.26 (Fri.) 12:00
Inquiry: CIEE, IRIS iris@ciee.osaka-u.ac.jp
::::::: ３．アラビックタイム（OUISA）※登録制になりました!
日時：毎週火曜日 11:00～12:00

※4 月 13 日（火）スタート

場所：IRIS (吹田キャンパス IC ホール 2 階)
内容：・母語がアラビア語の留学生からアラビア語を学べます。全くの初心者からネイティ
ブレベルまで歓迎します。
・対面実施です。
・先生をしてくれる母語がアラビア語の学生も募集します。
対象者：大阪大学の学生
申込：以下の google form から申し込んでください。
https://docs.google.com/forms/d/1VC7vLLnZ1_2GI2itsQMczyLZMv-lrHfEurFRhBx546s
申込期限：4 月 5 日（月）正午
＊

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。
::::::: 3. Arabic Time (OUISA) *Registration system has been introduced!
Date & Time: Every Tuesday 11:00～12:00

*April 13(Tue.) kick off.

Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus)
Contents: ・Learning Arabic from native speakers and speaking among participants.
All levels of proficiency (absolute beginners to natives) are welcome.
・The course will be offline.
・We are looking for students whose mother tongue is Arabic to be a teacher.
Target: Osaka University students only
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/1VC7vLLnZ1_2GI2itsQMczyLZMv-lrHfEurFRhBx546s
Registration deadline: April 5(Mon.) at noon
* Due to the prevention of COVID-19, the number of people joining the event at the same
time might be limited.
:::::: 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。

日時：平日 16：00～17：00
参加方法：以下の Zoom URL にログインしてください。
URL: https://zoom.us/j/93941655407?pwd=THpUOFVneW9VLy9JcTJUV0UvL2dLdz09
ミーティング ID: 939 4165 5407
パスワード: 3zi0Jz
対象者：大阪大学の留学生、日本人など一般学生
※予約は不要です。
※相談や質問のある人は、IRIS までメールをするか、直接来室してください。
（メールでのやり取りの上で、Zoom 相談対応の日程調整をする場合もあります。）
IRIS：iris@ciee.osaka-u.ac.jp
:::::: 4. Zoom Chat Time (CIEE)
We, IRIS staff, are conducting Zoom Chat Time targeting OU students.
Date & Time: 16：00～17：00 weekdays
How to join: Join the meeting with the following Zoom URL, or Meeting ID and Password.
URL: https://zoom.us/j/93941655407?pwd=THpUOFVneW9VLy9JcTJUV0UvL2dLdz09
Meeting ID: 939 4165 5407
Password: 3zi0Jz
Target: Osaka University Students (both international and local) only
※Pre-registration is not required.
※If you have any questions or need consultation, email us or visit us directly.
(After contacting via e-mail, we may set up an appointment for a zoom consultation.)
IRIS：iris@ciee.osaka-u.ac.jp

（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

