
(English below) 

 

日 時： 2021 年 1 月 22 日（金） 6 限 （17:55 – 19:30） 

講 師： HAWKINS VIRGIL 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 

対 象： 
全回生 

※社会人になってから大学院進学を考えている学生の参加も歓迎します。 

言 語： 日本語 および 英語 

内 容： 

世界はいま、環境問題、保健医療問題、経済格差や貧困、政情不安や武力紛争、人権問題など、さまざまな深

刻な課題を抱えています。ひとつの学問分野だけでは解決ができないことに着目し、大阪大学大学院国際公共

政策研究科（OSIPP）では、世界が抱えている課題を法と政治と経済の側面からこれら研究を行っています。こ

のような「国際性」と「学際性」に加え、「実務性」も OSIPP の特徴となっています。理論だけではなく、現場での

課題の解決に貢献できる人材を育成するために取り組んでいます。そのような OSIPP について紹介する説明

会となります。 

参加方法： 

① Campusmate Web より「オンキャンパス・リクルーティング等イベント情報検索」をクリックする。 

② 条件を入力し参加を希望するイベント情報を検索。 

③ イベント情報を選択し「参加申込」をクリックする。 

※申込みが完了すると申込みをしたイベント情報が赤く表示されます。 

④ 時間になったら Zoom を立ち上げ、ミーティング ID / パスコードを入力（キャンパスターミナル参照）。 

申込締切： ２０２１年１月１９日（火） 

 

◆ 進路希望・求職登録 未登録の方へ ◆ 

キャリア・オフィス主催のイベントは「進路希望・求職登録」完了後、参加できます。 

右記 URL より、まずは登録を行ってください。https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do  

   又は、[キャンパスターミナル]→[Campusmate Web]→[進路希望・求職登録]で登録できます。 

※この「進路希望・求職登録」は何度でも更新することができます。 

 

＜お願い＞ 

①当日はインターネット環境の安定した場所からすることを推奨します。また、時間に遅れないように注意してください。 

②申込期間中のキャンセルはキャンパスメイトの各イベント画面の「参加取消」をクリックしてください。 

 

【お問い合わせ先（APU キャリア･オフィス）】TEL：0977-78-1128  E-mail：career2@apu.ac.jp 



 

Date & Time： January 22(Fri), 2021   17:55–19:30 

Speaker： Virgil Hawkins, Professor, Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University 

For： 
All students 
* Students who plan to go to graduate school after working are also welcome!  

Language: English and Japanese 

Content： 

The world is faced with many serious problems, including those related the environment and 
public health, economic inequality and poverty, political instability, conflict, and human rights. 
Recognizing that these problems cannot be solved within a single academic field, the Osaka 
School of International Public Policy (OSIPP) conducts research about such issues from three 
perspecitve: law, politics and economics. In addition to this international and interdisciplinary focus, 
OSIPP also works from a practical perspective. That is, on top of theoretical study, it also is 
engaged in educating people who will be able to contribute to actual solving problems where they 
occur. Introducing OSIPP is the purpose of this talk. 

Registration： 

1. Please click on the On Campus Recruiting and Event Search in the Campusmate Web.  
2. Input all necessary information and search event you wish to participate.  
3. Please select event you wish to participate and click ‘register’.  
* Any events you have registered will be highlighted in red. 
4.  You will need Meeting ID and password to attend this session on Zoom. Refer to the Campus 

Terminal for more details. 

Deadline: January 19(Tue), 2021 

 
 

◆ For those who have not yet completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ (DECPR) ◆ 
It takes only 1 minute!!! 

ONLY students who have completed their ‘Desired Employment and Career Path Registration’ are eligible to apply 
for the events held by the Career Office.  
‘Desired Employment and Career Path Registration’ can be found through the following link: 
 https://cmate2.apu.ac.jp/campusapu/top.do  
or through these steps : Campus Terminal>> Campusmate Web>> ‘Desired Employment and Career Path Registration’ 
※ You can update DECPR multiple times so please update your registration if your career path ever changes. 
 

Notes of Caution: 
(1) We recommend you connect online from a place with good Internet connection on the day of the event. Make sure not to 
log in late neither. 
(2) If you wish to cancel your participation during the registration period, please look for the event on Campusmate Web and 
click on the Cancel button. 

 
【APU Career Office】  TEL：0977-78-1128  E-mail：career2@apu.ac.jp 


