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●We take care of the application procedures for the Certificate
of Eligibility for Status
of Residence (CESR) at the Japanese Immigration Bureau, and
forward it to the applicant once it has been issued. The CESR
is a necessary certificate that the applicant needs to apply for
a visa for Japan.
VISA申請のために必要な在留資格認定証明書を入国管理局に代理申請し、申請者へ送付します。

●We provide information and assistance for those applying
for a permission to extend period of stay and a permission
to change status of residence.

Suita Campus IC Hall (Center for International Education and Exchange)

吹田キャンパス ICホール（国際教育交流センター）

在留期間更新・在留資格変更等についての情報を提供します。

●We assist various kinds of visa procedures during the stay
in Japan.
日本滞在中に必要な在留資格関係の手続きをサポートします。

●We provide various housing information for
international students and scholars to assist
them to find accommodation before and after
their arrival in Japan.
留学生・外国人研究者の来日前・来日後の宿舎探しの様々な情報提供をします。

●We consolidate, summarize update and
introduce housing information:
○Osaka University Dormitories
○Other Dormitories (operated by various
support organizations)
○Private Apartments and other housings
次のような住居情報の集約・要約・紹介をしています。
○大阪大学

学内宿舎

○支援団体などによる宿舎
○民間のアパートやその他の住宅情報

Support Office
for International Students and Scholars
The Support Oﬃce was ﬁrst established in October 2007 within the
International Student Aﬀairs Division at the Department of International
Aﬀairs. It was relocated with a new oﬃce and expanded operations to
the Center for International Education and Exchange in October 2009,
after Osaka University was selected as one of the core universities for
the program "Global 30", designed by the Ministry of Education,
Culture, Sports, Science and Technology.
The Support Oﬃce oﬀers various types of assistance for international
students, scholars and their families before and after their arrival in
Japan. We oﬀer assistance on visa procedures, with the search for
accommodations, and other necessary procedures after their arrival.
arrival.
The primary goal of the Support Oﬃce is to create good links with the
international students, scholars and the faculty staﬀ at Osaka
University, and also to help make their lives easier and more
comfortable, so that they can concentrate fully on their academic
activities throughout the duration of their stay in Japan.
2007年10月に国際部学生交流推進課内に設置されたサポートオフィスは、大阪大学が文部科学省から
国際化拠点整備事業（Global 30）に採択されたことに伴い、2009年10月、国際教育交流センター（旧留学
生センター）内に新オフィスを設立し、事業を拡大・拡充しました。
現在、サポートオフィスでは、留学生・外国人研究者、およびその家族の方が必要とする、入国前から帰国
時までの各種情報を提供しています。来日前の査証（ビザ）に関わる手続きをはじめ、宿舎手配の支援、来
日後に必要な諸手続き等をサポートしています。
このような活動をとおして、世界中から大阪大学に来る留学生・外国人研究者と大阪大学のスタッフ全員
の絆を大切に、留学生・外国人研究者が安心して日本で生活し、本来の目的である勉学・研究活動に集中で
きるように支援することを目指しています。

https://iss-intl.osaka-u.ac.jp/supportoffice/

Orientation

Handbooks

来日時オリエンテーションの開催

各種ハンドブック

●Orientation for newcomers is held in spring and
fall with IRIS (Information Room for International
Student). This orientation is for international
students and scholars and their families.
サポートオフィスではIRIS（Information Room for International Students）
とともに、春と秋に新規来日者向けのオリエンテーションを実施しています。
この
オリエンテーションは、
留学生・外国人研究者とその家族のために開催しています。

●We provide information regarding National
Health Insurance, opening one s bank account
and other information about living in Japan.
来日時に必要な国民健康保険・銀行口座開設等についての案内、暮らしの情報に
ついてお話します。

●Handbooks for International Students and
Scholars
○Coming to Osaka
○Living in Osaka
○Childcare Support Guide etc.
留学生・外国人研究者ハンドブック（来日編）
（暮らし編）
（子育て編）
等の作成や配布をしています。

●Handbook for Osaka University Staff in
Accepting International Students and Scholars
教職員のための留学生・外国人研究員受入れハンドブックを作成し、研修会や
説明会で配布しています。

