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 (2022.9.22)
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 KOANregistered address for a systematic reason. We appreciate your understanding.)

＊ 今回の IRIS レター＊
１． 令和 4 年度留学生のためのキャリアセミナー (国際教育交流センター)
２． 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. Job Search Strategy Seminars for International Students 2022 (CIEE)
2. Zoom Chat Time (CIEE)
::::::: １．令和 4 年度留学生のためのキャリアセミナー (国際教育交流センター)
国際教育交流センターでは、日本での就職を希望する外国人留学生のため、留学生を対象
にした「留学生のためのキャリアセミナー」をオンラインで開催します。
■ 【プログラム】 Seminar hours : 17:30 ～19:00
1. Introduction to job search for international students ---- Oct.13 (Thu.) (英語)
2. 情報収集及び企業・業界研究 ---- 10/24 (月) (日本語)

3. 就活を成功させる「自己分析」 ------ 11/7 (月) (日本語)
4. OBOG による体験談------- 11/26 (土) (日本語・英語)
5. 内定者による体験談 ------- 12/1 (木) (日本語・英語)
6. エントリーシートの書き方・合同企業説明会等対策 ------- 12/12 (月) (日本語)
8. WEB 面接・WEB グループディスカッション対策------ 12/19 (月) (日本語)
9. オンライン集団面接練習会 -------- 1/23(月) (日本語)
※すべて ZOOM 開催
ポスター：http://osku.jp/v0483
▼ 申し込み方法：以下のサイトから申し込んでください。 https://x.gd/BSBfv
▼ 問い合わせ先：国際教育交流センター career@ciee.osaka-u.ac.jp
日本で就職を希望する方はぜひ参加しましょう！
::::::: 1. Job Search Strategy Seminars for International Students 2022 (CIEE)
CIEE is supporting international students who wish to find a job in Japan.
All seminars will be conducted online.
【Program】 Seminar hours : 17:30 ～19:00
1. Introduction to job search for international students ---- Oct.13 (Thu.) (English)
2. Collecting information and business research ---- Oct 24 (Mon.) (Japanese)
3. Self-analysis for successful job hunting -----Nov. 7 (Mon.) (Japanese)
4. Hearing about experiences of OBOGs ----- Nov. 26 (Sat.) (Japanese & English)
5. Hearing about experiences of students with job offers ------- Dec. 1 (Thu.) (Japanese)
6. Preparing entry sheets and company recruiting fairs ----- Dec. 12 (Mon.) (Japanese)
7. Preparing web interviews and web group discussions ------- Dec.19 (Mon.) (Japanese)
8. Preparing on-line group interviews ------- Jan. 23 (Mon.) (Japanese)
※Media: ZOOM
flyer: http://osku.jp/x0800
▼Registration from the following site:
https://x.gd/BSBfv
▼ Inquiry : career@ciee.osaka-u.ac.jp
If you'd like to work in Japan after graduation, join us!
:::::: ２．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。
ちょっとした質問や相談、日本語の会話の練習などができます。
ご参加をお待ちしています。

日時：平日 16：00～17：00
Zoom ミーティング ID: 939 4165 5407
Password: 3zi0Jz
:::::: 2. Zoom Chat Time (CIEE)
We, IRIS staff, are conducting Zoom Chat Time targeting OU students.
You can ask us a question, have a counseling session, practice Japanese conversation
and so on. We are waiting for your participation.
Date & Time: 16：00～17：00 weekdays
Zoom Meeting ID: 939 4165 5407
Password: 3zi0Jz
(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.）
************************************************************************
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