
 

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.7 (2021.7.8) 

 

＊ 今回の IRISレター＊ 

１．日本語カフェ（対面）（箕面 B.S.P.） 

２．日本語カフェ（対面）（豊中 B.S.P.） 

３．韓国語カフェ（対面）（豊中 B.S.P.） 

４．One Day Trip@万博記念公園 (箕面 B.S.P.) 

５．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.  Japanese Cafe (offline) (Minoh B.S.P.) 

2.  Japanese Cafe (offline) (Toyonaka B.S.P.) 

3.  Korean Cafe (offline) (Toyonaka B.S.P.) 

4. One Day Trip @ Expo Commemorative Park (Minoh B.S.P.) 

5.  Zoom Chat Time (CIEE) 

 

::::::: １．日本語カフェ（対面）（箕面 B.S.P.） 

日時：7月 12日（月）・19日（月）←今期最終日 12:15～13:15  

場所：CIEE箕面分室 (箕面キャンパス外国学研究講義棟 5階) 

対象者：大阪大学の学生 

＊ 事前申し込み不要 

＊ コロナウイルス感染防止のため、当日の参加状況により入室を制限する場合がありま

す。 

＊ 飲食禁止 

 

::::::: 1. Japanese Cafe (offline) (Minoh B.S.P.) 

Date & Time: July. 12(Mon.)/19(Mon.) ←The last day of this semester 12:15～13:15 

Place: CIEE Minoh Branch (5F, Research and Education Hub, Minoh campus) 

Target: Osaka University students only 

* Pre-registration is not required. 

* Due to the prevention of COVID-19, the number of people joining the event at the same 

time might be limited. 



*Eating or drinking is not allowed. 

 

::::::: ２．日本語カフェ（対面）（豊中 B.S.P.） 

日時：7月 14日（水）←今期最終日 12:15～13:00   

場所：CIEE豊中分室 (豊中キャンパス学生交流棟 2階) 

対象者：大阪大学の学生 

＊ 事前申し込み不要 

＊ コロナウイルス感染防止のため、当日の参加状況により入室を制限する場合がありま

す。 

＊ 飲食禁止 

 

::::::: 2. Japanese Cafe (offline) (Toyonaka B.S.P.) 

Date & Time: July. 14(Wed.) ←The last day of this semester   12:15～13:00 

Place: CIEE Toyonaka Branch (2F, Student Service & Union Bldg., Toyonaka campus) 

Target: Osaka University students only 

* Pre-registration is not required. 

* Due to the prevention of COVID-19, the number of people joining the event at the same 

time might be limited. 

*Eating or drinking is not allowed. 

 

::::::: ３．韓国語カフェ（対面）（豊中 B.S.P.） 

みんなでランチタイムに楽しく韓国語を学ぼう！初心者歓迎！ 

日時：7月 13日（火）12:15～13:00 

場所：CIEE豊中分室 (豊中キャンパス学生交流棟 2階) 

費用：無料 

対象者：大阪大学の学生 

＊ 事前申し込み不要 

＊ コロナウイルス感染防止のため、当日の参加状況により入室を制限する場合がありま

す。 

＊ 飲食禁止 

 

::::::: 3. Korean Cafe (offline) (Toyonaka B.S.P.) 

Let’s talk in Korean at lunch time! Beginners welcome! 

Date & Time: July. 13(Tue.) 12:15～13:00 

Place: CIEE Toyonaka Branch (2F, Student Service & Union Bldg., Toyonaka campus) 

Fee: Free 



Target: Osaka University students only 

* Pre-registration is not required. 

* Due to the prevention of COVID-19, the number of people joining the event at the same 

time might be limited. 

*Eating or drinking is not allowed. 

 

:::::: ４．One Day Trip@万博記念公園 (箕面 B.S.P.) 

日時：7月 18日（日）14:00～16:00 集合時間 13:30 

集合場所：大阪モノレール万博記念公園駅改札前 

行先：万博記念公園、国立民族学博物館（入館料無料） 

対象者：大阪大学の学生 

定員：20人（先着順、事前予約制） 

参加費：無料（交通費、公園入園料自己負担） 

申込：以下の google formより入力してください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjEBxT1Xit2cSu6fqpUi1SeO6bBJfyeJ1TOS

L5uvLsLOwUBQ/viewform 

申込締切：7月 12日（月） 

※雨天決行 

※マスク着用 

※体調不良の際は参加をお控えください。 

※ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。 

 

:::::: 4. One Day Trip@  Expo Commemorative Park (Minoh B.S.P.) 

Date & Time: July 18 (Sun.) 14:00～16:00   Meeting Time: 13:30 

Meeting Place: In front of Osaka Monorail “Banpaku Kinen Koen” station gate   

Destination: Expo Commemorative Park, National Museum of Ethnology (Free 

admission) 

Target: Osaka University students only 

Capacity: 20 students (on a first-come, first-served basis, pre-registration required) 

Fee: Free (Please pay your transportation fee and Expo Park admission fee by yourself.) 

Registration: Please enter your information in the form below. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjEBxT1Xit2cSu6fqpUi1SeO6bBJfyeJ1TOS

L5uvLsLOwUBQ/viewform 

Registration Deadline: July. 12 (Mon.)  

*It will take place rain or shine. 

*Wear a mask. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjEBxT1Xit2cSu6fqpUi1SeO6bBJfyeJ1TOSL5uvLsLOwUBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjEBxT1Xit2cSu6fqpUi1SeO6bBJfyeJ1TOSL5uvLsLOwUBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjEBxT1Xit2cSu6fqpUi1SeO6bBJfyeJ1TOSL5uvLsLOwUBQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjEBxT1Xit2cSu6fqpUi1SeO6bBJfyeJ1TOSL5uvLsLOwUBQ/viewform


*Refrain from attending if you are not feeling well. 

*Keep social distancing. 

 

:::::: ５．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 

 

:::::: 5. 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.） 

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

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 

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

