
 

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.5 (2021.5.27) 

 

こんにちは。大阪府内のコロナウイルスの感染者は減少傾向にありますが、引き続き重症患

者が多く、医療がひっ迫している状況が続いています。 

各キャンパスの IRIS・分室は、感染対策を十分に行った上で、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ね。息抜きに、もしくは近くに来た時に IRIS

に立ち寄ってもらうのも勿論歓迎です。 

Hello. Although the number of infected people with coronavirus in Osaka Prefecture has 

been decreasing, there are still many patients with severe symptoms, and medical care 

is under pressure. IRIS and CIEE branches on each campus are open as usual while 

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

contact us. We always welcome you at IRIS, when you want to refresh yourself or you 

just come nearby IRIS. 

 

 

＊ 今回の IRIS レター＊ 

１．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） 

２．Word Wolf（オンライン）（箕面 B.S.P.） 

３. 中国語カフェ（オンライン）（箕面 B.S.P.） 

４. いしんでんしんゲーム（オンライン）（豊中 B.S.P.） 

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.  English Job Search Seminar for International Students  

(Online Introductory Course) (CIEE) 

2.  Word Wolf (online) (Minoh B.S.P.) 

3.  Chinese Cafe (online) (Minoh B.S.P.) 

4.  Ishin Denshin (Telepathy) Game (online) (Toyonaka B.S.P.) 

5.  Zoom Chat Time (CIEE) 

 

::::::１. 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

ださい。 

締め切り：5 月 31 日(月) 正午 

※ポスター http://osku.jp/v0955  

 

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

Course) (CIEE) 

 

Date & Time： May 31st  (Mon.) 17:00 ～ 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 

 

::::::２．Word Wolf（オンライン）（箕面 B.S.P.） 

楽しいゲームを通じて一緒に日本語の練習をしましょう！ 

日時：5 月 27 日（木）12:15～13:00 

場所：オンライン 

対象者：大阪大学の学生 

参加費：無料 

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


申込：以下の google form より入力してください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgml60OoAZU6-

FeKD4hdrupF8OmNYRXhgGVIEx3mP4mW1xog/viewform 

※申込者には、後日 Zoom のリンクを送付します。 

 

::::::2. Word Wolf (online) (Minoh B.S.P.)  

Let’s practice Japanese together through an enjoyable game! 

Date & Time: May 27 (Thu.) 12:15～13:00 

Place: online 

Target: Osaka University students only 

Fee: Free 

Registration: Please enter your information in the form below. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgml60OoAZU6-

FeKD4hdrupF8OmNYRXhgGVIEx3mP4mW1xog/viewform 

*We’ll send the Zoom link to the registrants later. 

 

::::::３．中国語カフェ（オンライン）（箕面 B.S.P.） 

みんなでランチタイムに楽しく中国語を学ぼう！ 

日時：5 月 31 日（月）12:15～13:00 

場所：オンライン 

対象者：大阪大学の学生 

参加費：無料 

申込：以下の google form より入力してください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccy7RmIeGd3vh3Are27GANWtkZbwXk_T

MOuSLv7LrWdULSTA/viewform 

※申込者には、後日 Zoom のリンクを送付します。 

 

::::::3. Chinese Cafe (online) (Minoh B.S.P.)  

Let’s talk in Chinese at lunch time! 

Date & Time: May 31(Mon.) 12:15～13:00 

Place: online 

Target: Osaka University students only 

Fee: Free 

Registration: Please enter your information in the form below. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccy7RmIeGd3vh3Are27GANWtkZbwXk_T

MOuSLv7LrWdULSTA/viewform 
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*We’ll send the Zoom link to the registrants later. 

 

:::::: ４.  いしんでんしんゲーム（オンライン）（豊中 B.S.P.） 

やさしい日本語を使ってゲームをして、国際交流しませんか？ 

日  時：6 月 2 日（水）12:15～13:00  

場 所：オンライン 

対象者：大阪大学の学生 

参加費：無料 

持ち物：ペン、紙 

申込：以下の SNS アカウントにダイレクトメールを送ってください。 

Twitter: @handaibsp  又は  Instagram: ou_bsp_toyonaka 

※申込者には、後日 Zoom のリンクを送付します。 

 

:::::: 4. Ishin Denshin (Telepathy) Game (online) (Toyonaka B.S.P.) 

Let’s play game together in easy Japanese!  

Date & Time: June 2 (Wed.) 12:15～13:00 

Place: online 

Target: Osaka University students only 

Fee: Free 

What to bring: a pen, some paper 

Registration: Please send a message to these SNS accounts below. 

Twitter: @handaibsp  or  Instagram: ou_bsp_toyonaka 

*We’ll send the Zoom link to the registrants later. 

 

:::::: 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  

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 

 

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


