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.5 (2022.5.11)
＊ 今回の IRIS レター＊
１．トランプで遊ぼう！（対面）
（豊中 B.S.P.）
２．ウェルカムパーティー＠箕面キャンパス（対面） (箕面 B.S.P.)
３．たこ焼き作り体験（対面）
（吹田 B.S.P.）
４．OUISA アワー ドイツ（対面+オンライン）
（OUISA）
５．英語カフェ （対面）
（箕面 B.S.P.）
６．韓国語カフェ（対面）
（箕面 B.S.P.）
７．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. Let’s play cards! (Offline) (Toyonaka B.S.P.)
2. Welcome Party @Minoh Campus (Offline) (Minoh B.S.P.)
3. Takoyaki Making Class (Offline) (Suita B.S.P.)
4. OUISA Hour Germany (Offline + Online) (OUISA)
5. English Cafe (Offline) (Minoh B.S.P.)
6. Korean Cafe (Offline) (Minoh B.S.P.)
7. Zoom Chat Time (CIEE)

:::::: １．トランプで遊ぼう！（対面）（豊中 B.S.P.）
日

時：5 月 17 日（火）12:15～13:15

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
* 事前申込不要（人数制限あり）
* コロナウイルス感染症対策のため飲食禁止
* マスク着用
:::::: 1. Let’s play cards! (Offline) (Toyonaka B.S.P.)

Date & Time: May. 17 (Tue.) 12:15～13:15
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. (Participants might be limited.)
* Please refrain from eating or drinking due to the prevention of the COVID-19.
* Please wear a mask.
:::::: ２．ウェルカムパーティー＠箕面キャンパス（対面） (箕面 B.S.P.)
日

時：5 月 19 日（木）18:30～20:00（受付 18:00～）

場 所：箕面キャンパス外国学研究講義棟 5Ｆ CIEE 箕面分室及び学生交流スペース
内 容：ビンゴ大会など
対象者：大阪大学の学生
定 員：50 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/1hehpwIFl1G8bxVSy5dYkyB59oEv4b_KNhaHBzeA7X
BQ/viewform
※コロナウイルスの感染状況によっては中止または延期になる可能性があります。
※感染症対策を徹底した上で実施します。
※マスク着用、飲食禁止。
:::::: 2. Welcome Party @Minoh Campus (Offline) (Minoh B.S.P.)
Date & Time: May. 19 (Thu.) 18:30～20:00 ( Reception: 18:00～)
Place: CIEE Minoh Branch and Student Common Space (5F, Research and Education
Hub, Minoh Campus)
Contents: Bingo game, etc.
Target: Osaka University students only
Capacity: 50 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/1hehpwIFl1G8bxVSy5dYkyB59oEv4b_KNhaHBzeA7X
BQ/viewform
*It may be postponed or cancelled due to the expansion of the COVID-19.
*We are taking counter measures against the corona virus.

*Please wear a mask. Eating and drinking are prohibited.
:::::: ３. たこ焼き作り体験（対面）
（吹田 B.S.P.）
大阪名物たこ焼きを一緒につくりませんか？
日 時：5 月 24 日（火）16:30～17:30
場 所：IRIS（吹田キャンパス IC ホール 2 階）
形 式：対面
対象者：大阪大学の学生
定 員：10 名（事前予約制。先着順）
参加費：100 円
申込方法等：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoqw3PbeK8U3E4LZ7odTKycOKbafKCs0K
NZfC2PaXS2kColQ/viewform
※料理には卵を使用します。
※コロナウイルス感染防止のため飲食禁止
※作ったものは持ち帰って食べてください。
※感染対策を徹底した上で実施します。
※コロナの感染状況によっては延期・中止になる場合があります。
:::::: 3. Takoyaki Making Class (Offline) (Suita B.S.P.)
Would you like to make Takoyaki together?
Date & Time: May.24 (Tue.) 16:30～17:30
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita Campus)
Style: Offline
Target: Osaka University students only
Capacity: 10 students (Pre-registration required. On a first-come, first-served basis.)
Fee: 100 yen
Registration: Please enter your information in the form below.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoqw3PbeK8U3E4LZ7odTKycOKbafKCs0K
NZfC2PaXS2kColQ/viewform
* This dish contains eggs.
* Please refrain from eating or drinking due to the prevention of the COVID-19.
* Please eat Takoyaki at your home. You can’t eat them during the event.
* This event will be conducted under thorough infection control measures.
* It might be changed or canceled depending on the situation of the COVID-19.

:::::: ４．OUISA アワー ドイツ（対面+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：ドイツ
日時：5 月 24 日（火）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
定員：IRIS での対面参加は 12 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：以下の google form より申し込んでください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejlP__JGKj800vjm1145uFVFIh4ZFnpmQox
yRgc8S8nb7AVQ/viewform
:::::: 4. OUISA Hour Germany (Offline + Online) (OUISA)
One of international students will introduce the culture, history and geography of
Germany.
The country: Germany
Date & Time: May.24 (Tue.) 12:10-12:50
Place: IRIS (2F, IC Hall, Suita campus) + live stream on Zoom
Fee: Free
Capacity: Up to 12 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/1FAIpQLSejlP__JGKj800vjm1145uFVFIh4ZFnpmQoxyRgc8S8
nb7AVQ/viewform
:::::: ５．英語カフェ（箕面 B.S.P.）
日

時：6 月 2 日（木）12:20～13:20

形 式：対面
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
定 員：40 名（事前予約制。先着順）
参加費：無料
申込方法等：以下の google form より入力してください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjzNYHWrWCH_SfmkNZPDxc1FbPpXio4b
G6IBX1z_SLllNPHg/viewform
※コロナウイルス感染防止のため飲食禁止
※マスク着用
:::::: 5. English Cafe (Minoh B.S.P.)
Date & Time: June. 2 (Thu.) 12:20～13:20
Style: Offline
Place: CIEE Minoh Branch (5F, Research and Education Hub, Minoh Campus)
Target: Osaka University students only
Capacity: 40 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/1FAIpQLScjzNYHWrWCH_SfmkNZPDxc1FbPpXio4b
G6IBX1z_SLllNPHg/viewform
* Please refrain from eating or drinking due to the prevention of the COVID-19.
* Please wear a mask.
:::::: ６．韓国語カフェ（箕面 B.S.P.）
日

時：6 月 17 日（金）
）12:20～13:20

形 式：対面
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
定 員：40 名（事前予約制。先着順）
参加費：無料
申込方法等：以下の google form より入力してください。
https://docs.google.com/forms/d/1WHjInk8-uj_mRipgknJpOafgVOJhBeTMmfQqmkv93Q/viewform
※コロナウイルス感染防止のため飲食禁止
※マスク着用
:::::: 6. Korean Cafe (Minoh B.S.P.)
Date & Time: June. 17 (Fri.) 12:20～13:20
Style: Offline
Place: CIEE Minoh Branch (5F, Research and Education Hub, Minoh Campus)
Target: Osaka University students only

Capacity: 40 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/1WHjInk8-uj_mRipgknJpOafgVOJhBeTMmfQqmkv93Q/viewform
* Please refrain from eating or drinking due to the prevention of the COVID-19.
* Please wear a mask.
:::::: ７．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
:::::: 7. 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

