海外渡航時の安全確保について【注意喚起】
このことについて、昨今の海外情勢〔ISIL（アイスィル）
（いわゆる「イスラム国」
）によ
る日本人殺害事案等〕を踏まえ、外務省から渡航情報(広域情報)が発出されるとともに、本
学にも文部科学省から学生および教職員の安全確保に細心の注意を払うよう要請がありま
した。
外務省から退避勧告の出ている国・地域（シリア・イラク等）への渡航は取りやめてくだ
さい。それ以外の注意喚起が出ている地域（中東・アフリカ（北側）
・南西アジア等）へ渡
航を予定している場合は計画変更してください。
また、引き続き海外に滞在または新たに渡航する場合は、各報道および渡航先の日本大使
館等から最新の情報を入手するとともに、いかなる国・地域におきましても安全確保に十分
配慮のうえ、慎重に行動してください。
≪関連情報ウェブサイト≫
海外安全情報


外務省

海外安全ホームページ（外務省） ：渡航先での安全確認のためのホームペ

ージです。


外務省 渡航登録サービス ：外務省が実施している渡航登録サービスです。

海外安全危機管理サービス（OSSMA）


筑波大学グローバル・コモンズ機構 ：筑波大学は海外へ渡航する場合の渡航先に
おける事件・事故等に備え，OSSMA（オスマ）を導入しています。



週刊 EAJ 海外危機管理情報（学内専用）
：OSSMA を運営している日本エマージェ
ンシーアシスタンス(EAJ)による、海外危機管理情報メールマガジンです。
学生部学生生活課

Ensure Your Safety when Travelling Overseas【Attention】
In light of recent events on the global stage, in particular pertaining to the execution
of Japanese nationals by militants from the Islamic State, the Ministry of Foreign Affairs
updated its overseas travel information, urging travelers to ensure their safety when
going abroad. Recently, the University of Tsukuba also received a request from the

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology to advise its students as
well as employees to pay utmost heed to their safety when travelling overseas.
We strongly urge you to cancel any travel plans to countries and regions (Syria, Iraq
etc.) for which the Ministry of Foreign Affairs issued an evacuation advisory. Also, please
make necessary changes in travel plans if you intend on travelling to regions (Middle
East, North Africa, SW Asia etc.) where other warnings have been issued.
Furthermore, should you continue to stay abroad or plan on travelling overseas, make
sure to gather the latest information on your location/destination from relevant media
sources or Japanese embassies located in that country. Please make sufficient effort to
ensure your safety whenever you travel overseas.
≪Relevant links≫
Overseas safety information


MoFA Overseas Safety HP (in Japanese): Website offering latest information
regarding safety at your travel destination.



MoFA Travel Registration Service: Website for registering overseas travel and
destination.

Overseas Students Safety Management Assistance (OSSMA）


University of Tsukuba Global Commons: The University of Tsukuba
implemented OSSMA in order to prepare for and manage possible accidents that
happen when travelling/staying overseas.



Weekly-updated information by Emergency Assistance Japan (in Japanese):
Email newsletter published by EAJ on overseas risk management.
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