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.14 (2021.10.26)
このあいりすレターは、留学生へ大事なお知らせ（例：地震などの災害時のお知らせ）
をお送りするため、大阪大学に在籍する全ての留学生に KOAN から一斉送信しています。
別途、個人のメールを登録している人には、重複して配信されています。
今後、個人のメールアドレスでの受け取りをキャンセルしたい場合は、このメールに返
信し、登録を削除したい個人のメールアドレスを知らせてください。（KOAN 登録メール
アドレスには引き続き自動的に送信されます。ご了承ください。
）
This IRIS letter is sent from KOAN to all international students currently enrolled at Osaka
University in order to receive important information (e.g. disaster notice such as an
earthquake). Those who have registered their personal email address will receive a duplicate.
If you wish to delete your personal e-mail address, please reply to this e-mail and let us know
the private e-mail address. (You will continue to receive the letter to KOAN-registered
address for a systematic reason. We appreciate your understanding.)

＊ 今回の IRIS レター＊
１． 第 3 回「令和 3 年度 留学生のためのキャリアセミナー」自己分析/キャリアデザイン
（国際教育交流センター）
２．オンライントリップ（吹田 B.S.P.）
３．ウェルカムパーティー＠吹田キャンパス (OUISA, 吹田 B.S.P.)
４．まち歩き to 嵐山（OUISA, 吹田 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. The 3rd Job Search Strategy Seminars for International Students 2021: Selfassessment /Career design (CIEE)
2. Online Trip (Suita B.S.P.)
3. Welcome Party @Suita Campus (OUISA , Suita B.S.P.)
4. City Walk to Arashiyama (OUISA, Suita B.S.P.)
5. Zoom Chat Time (CIEE)

::::::１． 第 3 回「令和 3 年度 留学生のためのキャリアセミナー」自己分析/キャリアデザイ
ン（国際教育交流センター）
日 時 ：10 月 28 日(木) 17：00～18：30
場 所 ：Zoom (申込者に URL をお知らせします。申し込み期限 10 月 28 日(木)正午）
言 語 ：日本語
対 象 ：大阪大学に在籍している留学生
内 容：・日本の組織で自分のキャリアを発展させる
・自分の人生を計画する
・自己アピールを論理的に構成する PREP 法
※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：以下のサイトから申し込んでください。
http://bit.do/SeminarRegistration
登録番号をすでにお持ちの方は申し込み不要です。
※ポスター http://osku.jp/z0924
:::::: 1. The 3rd Job Search Strategy Seminars for International Students 2021: Selfassessment /Career design (CIEE)
Date & Time： October 28th (Thu) 17:00 to 18:30
Place : Zoom (URL will be sent via email to those who have registered the seminars by
noon, Oct 28th.)
Language: Japanese
Target: Osaka University students only
Contents: ・Career development in organizations in Japan
・Designing the life
・PREP method for effective self-appeal
※If you´d like to work in Japan after graduation, join us!
▼Registration from the following site:
http://bit.do/SeminarRegistration
If you already have your registration number, you need not register.
※flyer

http://osku.jp/z0924

:::::: ２. オンライントリップ（吹田 B.S.P.）
B.S.P.メンバーが、京都・嵐山について紹介します。
日

時：10 月 28 日（木）12:30～13:00

形 式：オンライン
対象者：大阪大学の学生

参加費：無料
申込方法等：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW3LbYb1jnkA6l4x8i8x7_qLw4z3yBs6ydQ-ZHB_LF1_rmg/viewform
:::::: 2. Online Trip (Suita B.S.P.)
One of B.S.P. members will introduce the area around Arashiyama, Kyoto.
Date & Time: October 28 (Thu.) 12:30～13:00
Style: Online
Target: Osaka University students only
Fee: Free
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW3LbYb1jnkA6l4x8i8x7_qLw4z3yBs6ydQ-ZHB_LF1_rmg/viewform
:::::: ３．ウェルカムパーティー＠吹田キャンパス (OUISA, 吹田 B.S.P.)
日 時：10 月 29 日（金）17:30～19:30
場 所：吹田キャンパス IC ホール 2 階講義室
内 容：ゲーム、ダンス、マスクデザイン＆コンテスト
対象者：大阪大学の学生
定 員：30 名（事前予約制。先着順）
参加費：100 円
申込：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScizd2CwVcXbplZIX__9MddUwPbaKoG00Ft
nhD4jKBtfhYYRA/viewform
※会場内での食事禁止。飲食の提供はありません。
:::::: 3. Welcome Party @Suita Campus (OUISA , Suita B.S.P.)
Date & Time: Oct. 29 (Fri.) 17:30～19:30
Place: 2nd Floor lecture rooms, IC Hall, Suita Campus
Contents: Group games, Dance, Mask design & Contest
Target: Osaka University students only
Capacity: 30 students (Pre-registration required. On a first-come, first-served basis.)
Fee: 100 yen
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScizd2CwVcXbplZIX__9MddUwPbaKoG00Ft

nhD4jKBtfhYYRA/viewform
*Please refrain from eating in the venue. Food and drinks won’t be provided.
:::::: ４．まち歩き to 嵐山（OUISA, 吹田 B.S.P.）
日時：11 月 21 日（日）13:00～
集合場所：阪急嵐山駅改札前
行先：渡月橋、天龍寺
対象者：大阪大学の学生
定員：20 人（事前予約制。先着順）
参加費：無料（交通費自己負担）
申込：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxXnZUSre3sL3W4q_mGcnuhunopEF94B6
h4PTO_UvWRNOSdw/viewform
問合せ先：suitabsp@gmail.com
※コロナ感染の状況や天候に応じて、キャンセルまたは延期することがあります
:::::: 4. City Walk to Arashiyama (OUISA, Suita B.S.P.)
Date & Time: November 21 (Sun.) 13:00～
Meeting Place: In front of the ticket gate of Hankyu Arashiyama station
Destinations: Togetsu-kyo Bridge, Tenryu-ji Temple
Target: Osaka University students only
Capacity: 20 students (Pre-registration required. On a first-come, first-served basis.)
Fee: Free (Please pay your transportation fee by yourself.)
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxXnZUSre3sL3W4q_mGcnuhunopEF94B6
h4PTO_UvWRNOSdw/viewform
Contact: suitabsp@gmail.com
*It may be canceled or postponed depending on the status of the corona infection or the
weather.
:::::: 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
(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

