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 (2022.4.13)
＊ 今回の IRIS レター＊
１．OUISA アワー インド（オンライン）
（OUISA）
２．ウェルカムパーティー＠吹田キャンパス (吹田 B.S.P., OUISA)
３．ウェルカムパーティー＠豊中キャンパス (豊中 B.S.P.)
４．英語カフェ（対面）
（豊中 B.S.P.）
５．日本語カフェ (対面)（豊中 B.S.P.、箕面 B.S.P.）
６．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. OUISA Hour India (Online) (OUISA)
2. Welcome Party @Suita Campus (Suita B.S.P., OUISA)
3. Welcome Party @Toyonaka Campus (Toyonaka B.S.P.)
4. English Cafe (Toyonaka B.S.P.)
5. Japanese Cafe (Offline) (Toyonaka B.S.P., Minoh B.S.P.)
6. Zoom Chat Time (CIEE)
:::::: １．OUISA アワー インド（オンライン）
（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
対象者：大阪大学の学生のみ
申込：対面参加の募集は締め切りました。
オンラインでの参加を希望する方は、以下の google form より申し込んでください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2seF6r4C7g6XenPzEztAg9FbJ08OPulu
WVYX6h2NG50s4A/viewform
:::::: 1. OUISA Hour INDIA (Online) (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
Target: Osaka University students only
Registration:
Capacity: Applications for offline participation are now closed.
If you wish to participate online, please sign up using the google form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2seF6r4C7g6XenPzEztAg9FbJ08OPulu
WVYX6h2NG50s4A/viewform
:::::: ２．ウェルカムパーティー＠吹田キャンパス (吹田 B.S.P.，OUISA)
日 時：4 月 27 日（水）17:30～19:00（受付：17:00～）
場 所：吹田キャンパス IC ホール 2 階講義室、IRIS
内 容：日本と世界のダンスやゲーム
対象者：大阪大学の学生
定 員：30 名（事前予約制）
参加費：無料
申込：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp7W4koSCgCWa9tEZs1xigUVp_06UY3lfv
NWxHTjp0A4o6BQ/viewform
※感染症対策を徹底した上で実施します。
※会場内での食事禁止。飲食の提供はありません。
:::::: 2. Welcome Party @Suita Campus (Suita B.S.P.，OUISA)
Date & Time: April 27 (Wed.) 17:30～19:00 (Reception: 17:00～)
Place: 2nd Floor lecture rooms and IRIS, IC Hall, Suita Campus
Contents: Japanese and world dance and games
Target: Osaka University students only
Capacity: 30 students (pre-registration required)
Fee: Free
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp7W4koSCgCWa9tEZs1xigUVp_06UY3lfv
NWxHTjp0A4o6BQ/viewform
※We are taking countermeasures against the corona virus.

※Please refrain from eating in the venue. Food and drinks won’t be provided.
:::::: ３．ウェルカムパーティー＠豊中キャンパス (豊中 B.S.P.)
日 時：4 月 28 日（木）18:00～19:30（受付：17:30～）
場 所：豊中キャンパス大阪大学会館 1F アセンブリーホール
内 容：楽しいゲームを通していろいろな国・地域の人と交流しましょう！
対象者：大阪大学の学生
定 員：70 名（事前予約制、先着順）
参加費：無料
申込：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLuhGgL43pDEHPxdaE7u2PHlHourDhr
Dujzi3NfEW21sYoA/viewform
:::::: 3. Welcome Party @Toyonaka Campus (Toyonaka B.S.P.)
Date & Time: Apr.28 (Thu.) 18:00～19:30 (Reception: 17:30～)
Place: 1st Floor Assembly Hall, Osaka University Hall, Toyonaka Campus
Contents: Let’s enjoy international exchange through fun games!
Target: Osaka University students only
Capacity: 70 students (pre-registration required, On a first-come, first-served basis.)
Fee: Free
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHLuhGgL43pDEHPxdaE7u2PHlHourDhr
Dujzi3NfEW21sYoA/viewform
:::::: ４．英語カフェ（豊中 B.S.P.）
日

時：4 月 15 日（金）
、25 日（月）12:15～13:00

形 式：対面
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
参加費：無料
※事前申し込み不要
※初心者歓迎
※飲食禁止
※マスク着用
※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。

:::::: 4. English Cafe (Toyonaka B.S.P.)
Date & Time: Apr. 15 (Fri.), 25 (Mon.) 12:15～13:00
Style: Offline
Place: CIEE Toyonaka Branch (2F. Student Service & Union Bldg., Toyonaka Campus)
Target: Osaka University students only
Fee: Free
*Pre-registration is not required.
*Beginners are welcome.
*Please refrain from eating or drinking due to the prevention of the COVID-19.
*Please wear a mask.
*Due to the prevention of the COVID-19, the number of people joining the event at the
same time might be limited.
::::::: ５．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。
::::::: 5. 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.
:::::: ６．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
:::::: 6. 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」
Information Room for International Students
Center for International Education and Exchange, Osaka University

