
ーーーーーーーーー9/03 Information(English)ーーーーーーーー 

"Study at Osaka University in Humanities and Social Sciences” Online Fair 
 
Osaka University will be holding its first Online Study Abroad Fair in Japanese for those 
who wish to enter graduate school in humanities and social science fields. 
At this Online Study Abroad Fair, OU faculty, staff, and international students from 
humanities and social science fields will introduce education, characteristics of research, 
and student life at the university. 
Those who wish to study at Osaka University are encouraged to participate. 
 
[Date and Time]: 
Friday, September 3, 2021 – 16:00~18:00 (GMT+9) 
 
[Contents]:  

・Overview of Osaka University 

・Introduction to each graduate school (humanities and social sciences) 

・Personal anecdotes from international students about studying at OU 

・Q&A session 

 
[Platform]: Zoom meeting 
 
[Registration]: 

 ・Scan the QR code located on the poster for the event or access the URL below. 

http://osku.jp/w0551 

 ・The Zoom meeting link, ID, and password will be sent to those who have completed their 

registration. 
 
[Registration deadline]: Until the event starts 
[Contact]: Please contact us if you have any questions 
                study.ou1@cgin.osaka-u.ac.jp 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

－－－－－－9/03案内文(日本語)－－－－－－ 

分野別オンライン留学フェア（人文社会学系分野）のご案内 

 

大阪大学では、第１回の分野別オンライン留学フェア（人文社会学系分野）を日本語で開催いたします。 

今回のオンライン留学フェアでは、人文社会学系の様々な専門分野の教員、留学生が、大阪大学での学

び、各研究科の特徴、学生生活等についてご紹介いたします。 

大阪大学で学びたいと思っている方、ぜひご参加ください。 

http://osku.jp/w0551
mailto:study.ou1@cgin.osaka-u.ac.jp


 

-大阪大学概要紹介 

-各研究科の紹介 

-留学生による留学経験談 

-各分野の質疑応答等 

 

【開催日時】：2021 年 9月 3日（金） 16:00-18:00（日本時間） 

【開催形式】：Zoom meeting 

【申込締切】：2021 年 9月 1日（水）  

 

【参加登録】： 

 ポスターにある QR コードをスキャン、または下記のリンクよりお申込みください。 

  http://osku.jp/w0551 

 申し込まれた方にミーティングリンク、ID、パスワードを送信します。 

 

【問合せ】：ご不明な点がありましたら、下記のメールまでご連絡ください 

study.ou1@cgin.osaka-u.ac.jp 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ーーーーーーーーー9/10 & 9/25 Information(English)ーーーーーーーー 

"Study at Osaka University in Applied and Natural Sciences” Online Fair 
 
The Center for Global Initiatives at Osaka University is pleased to announce its next Online 
Fair for prospective international students interested in studying at Osaka University in 
applied and natural sciences fields. 
Our faculties and students from six graduate schools and research centers will introduce 
their research labs, graduate schools and share what it is like to study at Osaka University 
at graduate level. We will have two sessions, each session featuring different fields. 
The events are free of charge, so please share further with your colleagues, students, and 
friends. 
 
[Date and Time]: 
 Day 1: September 10, 2021 (Friday) 17:00-19:00 (GMT+9) 
 Day 2: September 25, 2021 (Saturday) 16:00-18:00 (GMT+9) 
 
[Contents] 
  - General introduction to Osaka University 
  - Introduction to research laboratories, research, and study opportunities for international 
students (faculties will introduce different research areas on each session) 
  o Day 1 (Sep 10): Physics, chemistry, engineering 
  o Day 2 (Sep 25): Biosciences, medicine, biology 
  -Current international students’ experiences 
  -Q&A time with faculties 
 
[Platform]: Zoom webinar 
 
[Registration]: 

 ・Please register through the QR code on the attached flyer or the URL below: 

   http://osku.jp/r0021 

 ・You will receive the meeting link in your registered email. 

[Registration deadline]: Until the event starts 
 
[Contact] Please contact us if you have any questions 
                study.ou1@cgin.osaka-u.ac.jp 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://osku.jp/r0021
mailto:study.ou1@cgin.osaka-u.ac.jp


－－－－－－9/10 & 9/25 案内文(日本語)－－－－－－ 

分野別オンライン留学フェア（大学院進学・応用科学と自然科学分野）のご案内 

 

大阪大学分野別オンライン留学フェア（応用科学と自然科学分野）を下記の日程で開催いたします。 

今回のオンライン留学フェアでは、応用科学と自然科学の様々な専門分野の教員及び在学中の留学生

が、大阪大学での学び、各研究科の特徴、留学生の支援体制、留学生活等についてご紹介いたします。 

大阪大学で学びたいと思っている方、留学に関してもっと知りたい皆様、留学生を送り出す保護者の方

々も、ぜひご参加ください。 

 

【開催日時】： 

第 2回：物理学、化学工学分野：2021年 9月 10日（金） 17:00-19:00（日本時間） 

第 3回：生命機能、医学系、生物学分野：2021年 9月 25日（土） 16:00-18:00（日本時間） 

【当日の内容】： 

-大阪大学概要紹介 

-各研究科の紹介 

 9月 10日（金）：核物理研究センター、大学院工学研究科、大学院基礎工学研究科 

 9月 25日（土）：大学院医学系研究科、大学院生命機能研究科、生物工学国際交流センター 

-在学留学生による留学経験談 

-各分野の質疑応答等 

 

【開催形式】：Zoom Webinar 

【参加登録】：ポスターにある QRコードをスキャン、または下記のリンクよりお申込みください。 

   http://osku.jp/r0021 

 申し込まれた方にミーティングリンクをお送りします。 

 

【問合せ】：ご不明な点がありましたら、下記のメールまでご連絡ください 

study.ou1@cgin.osaka-u.ac.jp 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

http://osku.jp/r0021
mailto:study.ou1@cgin.osaka-u.ac.jp

