
 

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 

 

あいりすレター：IRIS Letter No.3 (2021.4.28) 

 

 

＊ 今回の IRIS レター＊ 

１．CIEEからのメッセージ 

２．英語による留学生のためのオンライン就職対策入門セミナー（国際教育交流センター） 

３．留学生のための就職相談コーナー (国際教育交流センター) 

４．就活情報メーリングリスト(国際教育交流センター) 

５．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.  English Job Search Seminar for International Students  

(Online Introductory Course) (CIEE) 

3.  Consultation on Job Search for International Students (CIEE) 

4.  Mailing List for Information on Job Hunting in Japan (CIEE) 

5.  Zoom Chat Time (CIEE) 

 

::::::: １．CIEE からのメッセージ 

こんにちは。この 4 月から新年度が始まり 1 か月弱経ちました。新入生の皆さん、少し

ずつ大阪大学での生活に慣れてきていることを願っています。 

さて、皆さん既にご存じだと思いますが、政府から緊急事態宣言が発令されたことに伴い、

大阪府は 4 月 24 日、府内の大学に対して引き続き原則オンライン授業や部活動の自粛の徹

底等の要請を発出しました。 

本学においては、既に 4 月 15 日から活動基準レベルを引き上げていることから、基本的

には現状の活動基準を維持します。 

これから大型連休を迎えますが、一人ひとりが感染対策を徹底して行うとともに、感染リ

スクのある行動を慎むようお願いします。 

また、各キャンパスの IRIS・分室は、感染対策を十分に行った上で、平日通常通り開室

しています。心配なことがあればいつでも相談してください。 

大阪大学の活動基準：https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun 

 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun


::::::: 1. A message from CIEE 

Hello everyone. Almost one month has passed since the new academic year started this 

April. To those who are new members of Osaka University, we sincerely hope that you 

are slowly but steadily getting used to the life here at Osaka.  

 

You may already know that, in response to the state of emergency issued by the 

government, on April 24 Osaka Prefecture requested the universities in the prefecture 

to continue online classes and to refrain from club activities. 

 

We will basically maintain the current Osaka University’s COVID-19 response levels 

which were raised on April 15th. 

 

The long holidays called “Golden Week” are approaching. We ask you to take thorough 

measures against infection, and refrain from any actions that will put you and people 

whom you are in close contact at risk of infection. 

 

IRIS and CIEE branches on each campus are open weekdays as usual while taking 

sufficient measures against infection. If you have any concerns, please feel free to contact 

us. 

Osaka University’s COVID-19 response levels: 

(EN) https://www.osaka-u.ac.jp/en/news/info/corona/kijyun 

(JP) https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun 

※The English webpage is yet to be updated. Please check it later. Please also check 

KOAN. 

 

::::::２. 英語による留学生のためのオンライン就職対策入門セミナー（国際教育交流センタ

ー） 

日  時 ： 5 月 31 日(月) 17：00～18：30 

場  所 ： オンライン 

対  象 ： 英語で就職情報を希望する大阪大学留学生 

参 加 料 ： 無料 

※セミナーは英語で行われます。日本の就職についての入門的な内容です。英語で日本の就

職情報を希望する方はぜひ参加しましょう！  

▼ 申し込み方法：メールで申込 

件名「就職対策入門セミナー申し込み」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

https://www.osaka-u.ac.jp/en/news/info/corona/kijyun
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun
mailto:career@ciee.osaka-u.ac.jp


ださい。 

締め切り：5 月 31 日(月) 正午 

※ポスター http://osku.jp/v0955  

 

::::: 2.  English Job Search Seminar for International Students (Online Introductory 

Course) (CIEE) 

 

Date & Time： May 31st  (Mon.) 17:00 to 18:30 

Place： Online 

Target： Osaka University international students only 

Entry fee： Free 

※The seminar will be conducted in English. It will be a good opportunity to know about 

job-hunting process in Japan. If you'd like to work in Japan after graduation, please 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) .  

Put “English Career Seminar registration” in the subject line. 

Deadline: May 31st (Mon.) noon 

※flyer  http://osku.jp/v0955 

 

:::::: ３.  留学生のための就職相談コーナー (国際教育交流センター) 

1) 対面相談、2) Zoom 相談、3)メール相談が可能です。 

1) 対面相談の場合： 

豊中キャンパス 毎週火曜日 12:00 ～13:00 学生交流棟 2 階 国際教育交流センター ミーテ

ィングルーム 

箕面キャンパス 毎週水曜日 12:00 ～13:00 外国学研究講義棟 5 階 国際教育交流センター 

箕面分室 

吹田キャンパス 毎週木曜日 12:00 ～13:00 IC ホール 2 階 講義室 3   

2) Zoom の場合：担当者と日程調整します 

3) メールの場合：いつでもメール可能です。 

申込み先：career@ciee.osaka-u.ac.jp 

1. 希望するメディア (対面・Zoom・メール) ※対面相談の場合は希望日  2. 氏名 3. 学部/

学科  4. 学年 5. 国籍 を書いて申し込んでください。 

・件名に「相談コーナー申し込み」と書いてください。 

※ポスター http://osku.jp/m0350 

http://osku.jp/v0955
mailto:career@ciee.osaka-u.ac.jp
http://osku.jp/v0955
mailto:career@ciee.osaka-u.ac.jp
http://osku.jp/m0350


  

:::::: 3. Consultation on Job Search for International Students (CIEE) 

 1) Face-to-face, 2) Zoom, 3) E-mail consultations are available. 

1) Face-to-face： 

 Toyonaka: 12:00 ～13:00 (Tuesdays) CIEE Meeting Room, 2nd floor, Student Service 

and Union 

   Minoh: 12:00 ～13:00 (Wednesdays) CIEE Minoh Branch, 5st floor, Research and 

Education Hub  

   Suita: 12:00 ～13:00 (Thursdays) Room 3, 2nd floor, IC Hall 

2) Zoom: date & time to be arranged 

3) E-mail: e-mail us anytime 

Application: E-mail us at career@ciee.osaka-u.ac.jp with 1. your preferred media (Select 

from face-to-face, zoom & e-mail) ※ If face-to-face, your preferred date, 2. your full name, 

3. faculty, 4. year, 5. nationality. Put “Career Consultation” in the subject line. 

 ※flyer http://osku.jp/a0092 

 

:::::４. 就活情報メーリングリスト(国際教育交流センター) 

就活情報を希望する方は、1. 氏名 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。 

件名 に「就活情報希望」と書いてください。 

 

:::::4. Mailing List for Information on Job Hunting in Japan (CIEE) 

If you’d like to receive information on job hunting in Japan, 

E-mail to career@ciee.osaka-u.ac.jp with 1. your full name, 2. faculty, 3. year, and 4. 

country. 

Put “Request on job hunting information” in the subject line. 

 

:::::: ５．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  

詳細は以下の URL を確認してください。 

https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21 春おしゃべりタイム.pptx 

 

:::::: 5. Zoom Chat Time (CIEE)  

We, IRIS staff, are conducting Zoom Chat Time targeting OU students.  

Date & Time: 16：00～17：00 weekdays  

mailto:career@ciee.osaka-u.ac.jp
http://osku.jp/a0092
https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21春おしゃべりタイム.pptx


For more details, see the link below. 

https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21 春おしゃべりタイム.pptx 

 

 (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 

https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21春おしゃべりタイム.pptx

