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.12 (2020.10.22)
＊ 今回の IRIS レター＊
１．第２回 留学生のためのオンライン就職対策講座: 情報収集及び企業・業界研究（国際
教育交流センター）
２．OUISA アワー（OUISA）
３．俳句・川柳パーティー（箕面 B.S.P.）
４．OUISA ハイキング (OUISA)
５．伝統遊びパーティー（吹田 B.S.P.）
＊Contents of this IRIS-letter＊
1. The 2nd online job search strategy course for international students: Collecting information and
business research (CIEE)
2. OUISA Hour (OUISA)
3. Haiku・Senryu Party (Minoh B.S.P.)
4. OUISA Nature Walk to Minoh Falls (OUISA)
5. Traditional Games Party (Suita B.S.P.)
:::::: 1. 第２回 留学生のためのオンライン就職対策講座: 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 26 日(月) 17：30～19：00
Zoom 開催 (申込者に URL をお知らせします。申し込み期限 10 月 26 日(月)正午）
対象者:大阪大学の学生のみ
※セミナーは日本語で行われます。
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：メールで申込。

就職対策講座の登録がまだの方は、件名「就職対策講座申し込み」で、
1) 名前 2) 学部 3) 学年 4) 国籍 を書いて career@ciee.osaka-u.ac.jp 宛に申し込んでく
ださい。登録番号を既にお持ちの方は申し込み不要です。
※ポスター http://osku.jp/a0549
::::: 1. The 2nd online job search strategy course for international students: Collecting
information and business research (CIEE)
Date & Time： October 26th (Mon) 17:30 to 19:00
by Zoom (URL will be sent via email to those who have registered the seminars by noon,
Oct 26th.)
Target: Osaka University students only
※The seminar will be conducted in Japanese language.
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 via email
Please send your 1) name, 2) faculty, 3) year and 4) country via e-mail.
(career@ciee.osaka-u.ac.jp). If you already have your registration number, you need not
register.
Put “Career Seminar registration” in the subject line.
※flyer http://osku.jp/a0549
:::::: ２．OUISA アワー（OUISA）
OUISA メンバーが、英語で母国の文化、歴史、地理などを紹介してくれます。
一緒に学びましょう！
紹介国：ガンビア
日時：10 月 28 日（水）12:15-12:50
場所：IRIS（吹田キャンパス IC ホール 2 階）＋Zoom 開催
定員：IRIS での対面参加は 20 名まで。定員超過あるいはオンラインでの参加を希望する
方は、Zoom 参加とします。
申込：以下の Google form から申し込んでください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaT-FuwVUSOVTEpDHHxyM8XnUrIgOqE00BjcDEcprLBQk5A/viewform
申込締切：10 月 25 日（日）
参加費：無料
対象者：大阪大学の学生のみ

:::::: 2. OUISA Hour (OUISA)
One of OUISA members will introduce his country.
The country: Gambia
Date & Time: October 28 (Wed.) 12:15-12:50
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus) + live stream on Zoom
Capacity: Up to 20 students in IRIS (offline). If the capacity is exceeded or if you prefer
online participation, you can join in by Zoom (online).
Registration: Please enter your information in this google form.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaT-FuwVUSOVTEpDHHxyM8XnUrIgOqE00BjcDEcprLBQk5A/viewform
Deadline: October 25 (Sun.)
Fee: Free
Target: Osaka University students only
::::::: ３．俳句・川柳パーティー（箕面 B.S.P.）
（※俳句・川柳：5・7・5 の 17 音から成る短い詩。俳句は季語を含み、川柳はユーモアや
風刺を表現する。
）
日時：10 月 29 日（木）12:15～13:15
場所：CIEE 箕面分室 (箕面キャンパス B 棟 1 階)
参加費：無料
対象者：大阪大学の学生
＊ 事前申し込み不要
＊ コロナウイルス感染防止のため CIEE 箕面分室に一度に入室できる人数は制限されま
す。
::::::: 3. Haiku・Senryu Party (Minoh B.S.P.)
(*Haiku・Senryu: They are both short Japanese poems of 17 syllables, 5-7-5.
Haiku contains seasonal words, and Senryu expresses humor and satire.)
Date & Time: Oct.29 (Thu.) 12:15～13:15
Place: CIEE Minoh Branch (1F, B building, Minoh campus)
Fee: Free
Target: Osaka University students only
* Pre-registration is not required.
* Due to prevention of COVID-19, the number of people entering CIEE Minoh Branch at
the same time is limited.

::::::: ４．OUISA ハイキング (OUISA)
日時：11 月 7 日（土）10:00～13:00

集合時間 9:30

集合場所：阪急箕面駅前
行先：箕面の滝、瀧安寺
対象者：大阪大学の学生
参加費：無料
定員：15 人（先着順）
申込み：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw03mjF1qD1kefvHtEhnZc8vR_n29KlTYl
ViAyMdvxOHGHqA/viewform
申込締切：11 月 2 日（月）
※コロナウイルス感染対策については、Facebook に詳細を書いていますので
確認してください。
Facebook：https://www.facebook.com/OUISA.OU
::::::: 4. OUISA Nature Walk to Minoh Falls (OUISA)
Date & Time: Nov.7 (Sat.) 10:00～13:00 (Meeting time: 9:30)
Meeting Place: In front of Hankyu Minoh Station
Destinations: Minoh Falls, Ryuanji Temple
Target: Osaka University students only
Fee: Free
Capacity: 15 students (on a first-come, first-served basis.)
Registration: Please enter your information in this google form.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw03mjF1qD1kefvHtEhnZc8vR_n29KlTYl
ViAyMdvxOHGHqA/viewform
Deadline for application: Nov. 2 (Mon.)
*For details on the prevention measures against COVID-19,
see their Facebook page as follows.
Facebook：https://www.facebook.com/OUISA.OU
::::::: ５．伝統遊びパーティー（吹田 B.S.P.）
日時：11 月 10 日（火）12:30～13:30
場所：IRIS (吹田キャンパス IC ホール 2 階)
参加費：無料
内容：折り紙、けん玉、おはじき、など
対象者：大阪大学の学生

＊ 事前申し込み不要
＊ 当日の参加状況により、入室者を制限する可能性があります。
::::::: 5. Traditional Games Party (Suita B.S.P.)
Date & Time: Nov.10 (Tue.) 12:30～13:30
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus)
Fee: Free
Contents: Origami(paper-folding), Kendama, Ohajiki(alley), etc.
Target: Osaka University students only
* Pre-registration is not required.
* Depending on the situation of participation on the day, we may limit the number of
participants.
（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

