
 

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.1 (2022.4.8) 

 

こんにちは。新しく大阪大学に入った皆さん、おめでとうございます。以前より阪大在籍の

皆さん、新学期がはじまりましたね。今年度も IRISレターでいろいろな情報をお届けしま

す。国際教育交流センターの HPにも様々な情報がありますので、チェックしてください。

（https://ciee.osaka-u.ac.jp/）また、全キャンパスの IRIS、国際教育交流センター分室は通

常通り開室しています。勉強や休憩に利用できますし、もし心配なことがあれば相談するこ

とができます。いつでも来てくださいね。 

Hello! Congratulations to those of you who entered Osaka University this spring.  

To those of you who have been here longer, new semester has just started.  

We will keep on sending a variety of information with IRIS Letter.  

There is also a lot of useful information on the CIEE HP (https://ciee.osaka-u.ac.jp/en/). 

Please check it. IRIS and CIEE branches on all campuses are open as usual.  

You can study and relax here, and if you have some concern, you can consult with us. 

You are always welcome! 

 

＊ 今回の IRISレター＊ 

１．新型コロナウイルスに関する情報 

２．2022年度春夏学期 留学生対象日本語プログラム 

３．国際教育交流センターからのお知らせ 2022春 

４．学生定期健康診断 

５．OUISAアワー インド（OUISA） 

６．日本語カフェ (対面)（豊中 B.S.P.、箕面 B.S.P.） 

７．ジャパニーズタイム: 漢字練習（吹田 B.S.P.） 

８．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.  Information regarding the novel coronavirus 

2.  Japanese Language Programs for International Students, 2022 Spring-Summer 

3.  Information from CIEE (Center for International Education and Exchange) 2022    

Spring 

4.  Student annual medical checkup 

https://ciee.osaka-u.ac.jp/en/


5.  OUISA Hour India (OUISA) 

6.  Japanese Cafe (Offline) (Toyonaka B.S.P., Minoh B.S.P.) 

7.  Japanese Time: Learning Kanji (Suita B.S.P.) 

8.  Zoom Chat Time (CIEE) 

 

※OUISA: Osaka University International Students Association…大阪大学留学生会 

※B.S.P.: Brothers and Sisters Program…A students’ group which is composed of OU 

students who are interested in interacting with international students.留学生との交流

に興味のある阪大生の団体 

 

 

:::::: １．新型コロナウイルスに関する情報 

新型コロナウイルスの基礎知識と対応について、大阪大学 HPに掲載されてあります。 

よく読んでおいてください。 

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

 

:::::: 1.  Information regarding the novel coronavirus 

The following page is about the Osaka University’s policy and response to the novel 

coronavirus on the Osaka University Homepage. 

Please read it carefully. 

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

 

::::: ２．2022年度春夏学期 留学生対象日本語プログラム 

CIEE では、日本語を学びたい学生のために、様々な独自のプログラムを提供しています。 

授業開始：4月 11日(月)  

履修登録締切：プログラムによって異なります。 

登録方法など詳細： https://ciee.osaka-u.ac.jp/education/japanese_program/ 

 

::::: 2. Japanese Language Programs for International Students, 2022 Spring-Summer 

CIEE offers a variety of courses for those who want to learn Japanese.  

Classes begin on April 11th (Mon.) 

Class registration deadline: Depends on the program. 

More details：https://ciee.osaka-u.ac.jp/en/education/japanese_program/ 

  

::::::３．国際教育交流センターからのお知らせ 2022年春 

2022年春  国際教育交流センターからのお知らせ (osaka-u.ac.jp) 

https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona
https://www.osaka-u.ac.jp/en/news/info/corona
https://ciee.osaka-u.ac.jp/education/japanese_program/
https://ciee.osaka-u.ac.jp/en/education/japanese_program/
https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/2022%E6%98%A5%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%EF%BC%88%E6%97%A5%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%86%E9%85%8D%E5%B8%83%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf


 

::::::3. Information from CIEE (Center for International Education and Exchange) 

2022 Spring 

2022 Spring Information from CIEE (osaka-u.ac.jp) 

 

::::::４． 学生定期健康診断 

2022年度春の学生定期健康診断は、受診前にWeb問診と健診日の予約が必要です。 

Web問診回答期間：受付中 

健診日予約：受付中 

健康診断実施期間：HaCC豊中：4月 8日（金）、11日（月）、12日（火） 

         箕面外国学研究講義棟 1階記念ホール：4月 14日（木）、15日（金）  

         HaCC吹田：4月 19日（火）～26日（火）※土日除く 

詳しい情報は、キャンパスライフ健康支援センターの HPに載っていますので、自分でチェ

ックして、必ず受けるようにしてください。 

https://hacc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/yotei/2022_students.pdf 

 

:::::::4.  Student annual medical checkup 

For taking the student annual health checkup in Spring 2022, it is necessary to answer 

web checkup and make a checkup reservation in advance. 

Web checkup: open  

Checkup reservation: open 

Checkup period: HaCC Toyonaka: April 8 (Fri.) , 11 (Mon.), 12 (Tue.) 

                Minoh Research and Education Hub Commemoration Hall:  

April 14 (Thu.), 15 (Fri.) 

HaCC Suita April 19 (Tue.) -26 (Tue.) *Closed on Sat. and Sun. 

Find more detailed information on Health and Counseling Center’s website.  

Be sure to check it by yourself and make sure to take it. 

https://hacc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/yotei/2022_students-en.pdf 

 

:::::: ５．OUISA アワー インド（OUISA） 

OUISAメンバーが、英語で母国の文化、歴史、地理などを紹介してくれます。 

一緒に学びましょう！ 

紹介国：インド 

日時：4月 14日（木）12:10-12:50 

場所：IRIS（吹田キャンパス IC ホール 2階）+Zoom開催 

参加費：無料 

https://ciee.osaka-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/2022%E6%98%A5%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%EF%BC%88%E8%8B%B1%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%86%E9%85%8D%E5%B8%83%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf
https://hacc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/yotei/2022_students.pdf
https://hacc.osaka-u.ac.jp/ja/wp-content/uploads/yotei/2022_students-en.pdf


定員：IRISでの対面参加は 15名まで（先着順）。定員超過あるいはオンラインでの参加を

希望する方は、Zoom参加とします。 

対象者：大阪大学の学生のみ 

申込み：以下の google formより入力してください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2seF6r4C7g6XenPzEztAg9FbJ08OPulu

WVYX6h2NG50s4A/viewform 

 

:::::: 5. OUISA Hour INDIA (OUISA) 

One of international students will introduce the culture, history and geography of India. 

The country: India 

Date & Time: Apr.14 (Thu.) 12:10-12:50 

Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus) + live stream on Zoom 

Fee: Free 

Capacity: Up to 15 students in IRIS offline (on a first-come, first-served basis). If the 

capacity is exceeded or if you prefer online participation, you can join in by Zoom. 

Target: Osaka University students only 

Registration: Please enter your information in the form below. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2seF6r4C7g6XenPzEztAg9FbJ08OPulu

WVYX6h2NG50s4A/viewform 

 

::::::: ６．日本語カフェ(対面)（豊中 B.S.P.、箕面 B.S.P.） 

B.S.P.が、日本語カフェを対面で開催します。 

【豊中 B.S.P.】 

日時：毎週水曜日 12:15-13:00（4/13スタート） 

場所：国際教育交流センター豊中分室（豊中キャンパス学生交流棟 2階） 

【箕面 B.S.P.】 

日時：毎週火曜日 12:20-13:20（4/19スタート） 

場所：国際教育交流センター箕面分室（箕面キャンパス外国学研究講義棟 5階） 

詳しくは以下の FBページで随時情報更新していますので、確認してください。  

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

 ・参加費無料 

・事前申込不要 

・飲食禁止 

・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。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2seF6r4C7g6XenPzEztAg9FbJ08OPuluWVYX6h2NG50s4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2seF6r4C7g6XenPzEztAg9FbJ08OPuluWVYX6h2NG50s4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2seF6r4C7g6XenPzEztAg9FbJ08OPuluWVYX6h2NG50s4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2seF6r4C7g6XenPzEztAg9FbJ08OPuluWVYX6h2NG50s4A/viewform
https://www.facebook.com/BSPOsakaUniversity/


::::::: 6. Japanese Cafe (Offline) (Toyonaka B.S.P., Minoh B.S.P.) 

B.S.P. members are holding offline Japanese cafés. 

【Toyonaka B.S.P】 

Date & Time: Every Wednesday 12:15-13:00 (Apr.13 kickoff) 

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

【Minoh B.S.P.】 

Date & Time: Every Tuesday 12:20-13:20 (Apr.19 kickoff) 

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

For further information, visit their Facebook page as below. 

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

*Regarding offline cafes, please follow the rules as below. 

・Fee: Free 

 ・Pre-registration is not required. 

 ・Eating or drinking is not allowed. 

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

same time might be limited. 

 

::::::: ７．ジャパニーズタイム- 漢字練習（吹田 B.S.P.） 

日時：毎週火・水・木曜日 12:45～13:15（4/19スタート） 

・時間調整可能、要相談   

   ・曜日、様式はレベルごとに異なる 

   ・セッションの参加は週に 1回まで 

場所：IRIS (吹田キャンパス ICホール 2階)／オンライン 

内容：漢字を学び、その漢字の使い方を練習します。 

様式：1対 1 or小グループ 

対象者：大阪大学の学生 

申込：以下の google formより入力してください。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUircDsJWstSa4fpJMzTvsYH1h4RiDena

NFm8Rfa7u1yy7w/viewform 

申込締切：4月 22日（金） 

※参加人数に限りがあるため、参加していただけない場合があります。 

 

::::::: 7. Japanese Time: Learning Kanji (Suita B.S.P.) 

Date & Time: Every Tuesday, Wednesday, Thursday 12:45～13:15 (4/19 kickoff) 

・Time Adjustable, negotiable 

・Day and Style depend on your level 

https://www.facebook.com/BSPOsakaUniversity/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUircDsJWstSa4fpJMzTvsYH1h4RiDenaNFm8Rfa7u1yy7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUircDsJWstSa4fpJMzTvsYH1h4RiDenaNFm8Rfa7u1yy7w/viewform


・Participation in sessions is limited to once per week 

Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus) / Online 

Contents: Leaning Kanji and practice how to use them 

Style: One on one or small group 

Target: Osaka University students only 

Registration: Please enter your information in the form below. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUircDsJWstSa4fpJMzTvsYH1h4RiDena

NFm8Rfa7u1yy7w/viewform 

Registration Deadline: Apr. 22 (Fri.)  

*Because of the limitation on the number of participants, you may not be able to join the 

session. 

 

:::::: ８．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。  

ちょっとした質問や相談、日本語の会話の練習などができます。 

ご参加をお待ちしています。 

 

日時：平日 16：00～17：00  

Zoomミーティング ID: 939 4165 5407 

Password: 3zi0Jz 

 

:::::: 8. Zoom Chat Time (CIEE)  

We, IRIS staff, are conducting Zoom Chat Time targeting OU students.  

You can ask us a question, have a counseling session, practice Japanese conversation 

and so on. We are waiting for your participation. 

 

Date & Time: 16：00～17：00 weekdays  

Zoom Meeting ID: 939 4165 5407 

Password: 3zi0Jz 

 

 (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」 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUircDsJWstSa4fpJMzTvsYH1h4RiDenaNFm8Rfa7u1yy7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUircDsJWstSa4fpJMzTvsYH1h4RiDenaNFm8Rfa7u1yy7w/viewform


Information Room for International Students 

Center for International Education and Exchange, Osaka University 

 

 


