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.16 (2020.12.1)
＊ 今回の IRIS レター＊
１．第 5 回 留学生のためのオンライン就職対策講座: 内定者による体験談 (2)（国際教育
交流センター）
２．年賀状作り（吹田 B.S.P.）
３．おせち料理体験（吹田 B.S.P.）
＊Contents of this IRIS-letter＊
1. The 5th online job search strategy course for international students: Hearing about
experiences of students with job offer (2) (CIEE)
2. Making Japanese New Year’s Card (Suita B.S.P.)
3. Cooking Osechi (Japanese New Year Dishes) (Suita B.S.P.)
:::::: １. 第 5 回 留学生のためのオンライン就職対策講座: 内定者による体験談 (2)（国際
教育交流センター）
日 時： 12 月 3 日(木) 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 12 月 3 日(木)正午）
対象者: 大阪大学の学生のみ
※セミナーは英語で行われます。
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：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/t0030

::::: 1. The 5th online job search strategy course for international students: Hearing
about experiences of students with job offer (2) (CIEE)
Date & Time：December 3rd (Thu) 17:30 to 19:00
by Zoom (URL will be sent via email to those who have registered the seminars by
noon, Dec. 3rd.)
Target: Osaka University students only
※The seminar will be conducted in English language.
It will be a precious opportunity to hear about experiences of students with job offers.
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/t0030
::::::: ２．年賀状作り（吹田 B.S.P.）
日時：12 月 3 日（木）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
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、当日の参加状況により入室を制限する場合がありま

す。
::::::: 2. Making Japanese New Year’s Card (Suita B.S.P.)
Date & Time: Dec.3 (Thu.) 12:30～13:30
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus)
Fee: Free
Target: Osaka University students only
* Pre-registration is not required.
* Due to the prevention of COVID-19, the number of people joining the event at the same
time might be limited.
::::::: ３．おせち料理体験（吹田 B.S.P.）

日時：12 月 15 日（火）15:30～17:00
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
参加費：500 円
定員：8 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/1FAIpQLSfiYuIee8bdJ64DHuazWrmnkzJMReJi0_sJmP1YyRKGqvWIA/viewform
＊ コロナウイルスの感染状況によっては、変更・中止の場合もあります。
::::::: 3. Cooking Osechi (Japanese New Year Dishes) (Suita B.S.P.)
Date & Time: Dec. 15(Tue.) 15:30～17:00
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus)
Target: Osaka University students only
Fee: 500 yen
Capacity: 8 students (on a first-come, first-served basis.)
Registration: Please enter your information in this google form.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiYuIee8bdJ64DHuazWrmnkzJMReJi0_sJmP1YyRKGqvWIA/viewform
* Depending on the coronavirus situation, it may be changed or canceled.
（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

