
 

 

 
日にち(Date) 

2020/12/6(日) 
Dec. 6th (Sun) 

 
 時間 (Time) 

14：00～16：00 

 
- 開催方法 - 
オンライン 

(How to hold) 
Using Zoom app 

 
- 用意するもの - 
紙、油性ペン 

-Things to prepare- 
Papers, marker pens 

 

 

 大学コンソーシアム熊本 
学生企画委員会 
事務局（熊本大学内） 

〒860-8555 

熊本市中央区黒髪 2丁目 39-1 

TEL:096-342-3924 

⇩ホームページはこちらから⇩ 

 
 

 

 

大学コンソーシアム熊本 
https://consortium-kumamoto.jp/ 

学生企画委員会 

第 5 回オンラインサロン 

Let’s enjoy E-games in English! 

～英語なぞなぞ＆絵しりとり～ 

≪目的 / Purpose≫  

留学生と日本人学生が、英語なぞなぞ ”Who am I?” や、English 

絵しりとりを一緒に楽しみながら交流する。 

Let’s enjoy games in English, “Who am I?” and English 

picture-shiritori together!! The 5rd Online Salon” using 

Zoom on Dec. 6th.  

≪プログラム / Program≫ 

英語で絵しりとり English E-shiritori  (Picture shiritori) 

英語なぞなぞ English word game ”Who am I?” 

≪対象 / Eligibility≫  

大学コンソーシアム熊本加盟機関の学生・留学生 

This event for Japanese and international students who 

studies in Kumamoto. 

≪定員 / Capacity≫ 15 名 /  15 students 

≪申込/ Application≫ 右下の QR コードを読み込み、申込フォーム

の内容を入力し、事務局 ( gakusei@consortium-kumamoto.jp ) 

まで送ってください。後⽇ZOOM の URL を送信します。 

To apply to this event, please access the link from the 

QR code and send the application.  We will send the URL 

for the Zoom meeting later. 

≪申込締切 / Application deadline≫  

12 月３日(木)まで / Dec. 3rd （Thu） 

≪使用言語 / Language≫  

英語および日本語  English and Japanese. 

≪参加費 / Participation Fee≫ 無料  / Free  

 

Let’s make new friends in Kumamto!  
The Students committee in Consortium Kumamoto organizes 
this event for international and Japanese students to make 
new friends. Let’s have fun playing games in English!  

mailto:gakusei@consortium-kumamoto.jp
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