
 

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.2 (2021.4.19) 

 

こんにちは。大阪府内のコロナウイルス感染者が急増しており、心配な状態が続いています

ね。各キャンパスの IRIS・分室は、感染対策を十分に行った上で、通常通り開室していま

す。心配なことがあればいつでも相談してくださいね。 

Hello. The number of people infected with coronavirus has been increasing rapidly in 

Osaka Prefecture, and the situation continues to be uneasy. IRIS and CIEE branches on 

each campus are open as usual while taking sufficient measures against infection. If you 

have any concerns, please feel free to contact us. 

 

 

＊ 今回の IRISレター＊ 

１．大阪大学の活動基準の見直しについて 

２．日本語カフェ(オンライン)（B.S.P.） 

３．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.  Change of Osaka University’s COVID-19 response levels  

2.  Japanese Cafe (Online) (B.S.P.) 

3.  Zoom Chat Time(CIEE) 

 

::::::: １．大阪大学の活動基準の見直しについて 

大阪大学の活動基準については、市中の感染状況に鑑み、活動基準レベルが引き上げられま

した。（課外活動：レベル 5（全面停止）、その他の活動：レベル 2）。 

各活動の実施にあたっては、「コロナ新時代における大阪大学の行動ガイドライン」を必ず

守ってください 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun 

 

::::::: 1. Change of Osaka University’s COVID-19 response levels 

Osaka University’s COVID-19 response levels have been raised in consideration of the 

infection situation in Osaka Prefecture (Extracurricular activities: Level 5 (Total 

Suspension), Other activities: Level 2). 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun


Please comply with “Osaka University Guidelines for Social Distancing in the COVID-

19 Era” when implementing each activity.  

(EN)https://www.osaka-u.ac.jp/en/news/info/corona/kijyun 

(JP) https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun 

※The English webpage is yet to be updated. Please check it later. Please also check 

KOAN.  

 

:::::::２．日本語カフェ(オンライン)（B.S.P.） 

３キャンパスの B.S.P.が合同で、Zoom日本語カフェを開催します。  

日時：毎週火曜日 12:15-12:45（4/27スタート） 

※Zoom招待URLを送るために、事前申込みが必要です。 

以下の B.S.P. Facebookページから B.S.P.にメッセージを送ってください。 

https://www.facebook.com/BSPOsakaUniversity/ 

 

::::::: 2. Japanese Cafe (Online) (B.S.P.) 

B.S.P. of all campuses is holding online Japanese cafés via Zoom. 

Date & Time: Every Tuesday 12:15-12:45 (Apr.27 kickoff) 

*Pre-registration is required to get Zoom IDs.   

Visit their Facebook page as below and send a message in advance. 

https://www.facebook.com/BSPOsakaUniversity/ 

 

:::::: ３．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 

 

:::::: 3. 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.） 

https://www.osaka-u.ac.jp/en/news/info/corona/kijyun
https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun
https://www.facebook.com/BSPOsakaUniversity/
https://www.facebook.com/BSPOsakaUniversity/
https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21春おしゃべりタイム.pptx
https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/21春おしゃべりタイム.pptx


************************************************************************ 

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 

 


