
Zoomで気軽に
お喋りしましょう！

Let’s talk a little bit!

学生相談総合センター主催
Student Advice and Counseling Center (SACC)

Zoomで友だちを

作ろう！学生生活
のコツを先輩に教
えて貰おう！



家にいて退屈だな〜、誰かと話したいな〜、
大学生活のこと知りたいな〜と思っている皆さん。

Zoomで楽しくお喋りしませんか？



誰と何をするの？

数人の気さくなピアサポーター（日本人と留学生）
（北大のことなら何でも知ってる頼もしい先輩学
生！）と、Zoomでざっくばらんに楽しくお喋り！

大学生活のコツやわからないこと、何でも尋ねてみよ
う！
例えば、勉強・授業、部活、サークル、アルバイト、友

達作り、先生との関係、その他何でも!

日時：平日12:15〜12:45（30分）
参加条件：北大生（Wi-Fi環境があればベスト）

トピック：日替わり（簡単な英会話も）で、好きなト
ピックを選ぶことができます！
ビデオに映りたくない人は、音声（ビデオoff）参加も
OK！



What are we doing?

Having a conversation with our friendly international and Japanese peer 
supporters, every weekday from 12:15-12:45 pm for 30 minutes!

Any Hokudai student can participate.

The topic is different every day.

Sometimes we’ll try it in English.

Apply by mail for the topic you are interested in.

After you apply, you will get a Zoom invitation and link. 

It’s best if you have Wi-Fi.

On the day you chose, just click on the link on your device of choice and 
join the group.

If you don’t want to be seen, just turn off the video.

And then talk!



注意事項
Keep in mind . . .

このグループはカウンセリングではありません。This is not counseling.

気楽なお喋りなので、守秘義務はありません。These sessions are not 
confidential nor private.

参加者はお互いを思いやり、尊重し合いましょう。Let’s respect each 
other!

参加した「ミーティング」を録画しないでください。
Please do not record the sessions.

上記のルールを守れない参加者には、ホストの判断により参加をご遠
慮頂きます。If you cannot follow these guidelines, the host has the right to 
ask you to leave.

楽しく交流して、情報交換！そして、友だちをつくりましょう。

Let’s spend some time together talking and making friends.



トピック～Topics

4月28日(火）日本語
自粛期間中に新しく始めたこと! What new things are you doing?

4月30日(木）日本語
札幌市での生活 Life in Sapporo

5月1日(金）日本語・英語
旅行で一番遠くに行った場所 What’s the farthest you’ve ever been from home?

5月7日 (木）日本語・英語
北大でできることで友だちをつくろう。Things to do at Hokudai and in Sapporo: 
Making friends

5月8日(金）日本語
試験が来た、お金がない、こんな時どうする？北大生なんでも相談室 Tests!?!, 
I’m broke!?! What should I do?!?ーConsult HOKUDAI students about anything!

学生相談総合センター（SACC）のウェブサイトをチェックしてみてください。
See SACC’s website for more info!
https://www.sacc.hokudai.ac.jp/

https://www.sacc.hokudai.ac.jp/


申し込み方法
参加をご希望の場合、当日の10時までに次のアドレスに
メールを送ってください。

lafay@sacc.hokudai.ac.jp

メール件名に「Zoomで話しましょう！」と書いて、
メール本文に➀名前、➁参加希望日、➂希望のトピック
を書いてください（➂は特になくても構いません）。

もちろん、簡単な挨拶もちゃんと書いてね！

申し込み後、Zoomの招待状とリンクをお送りします。

開始時間（12:15）にリンクをクリックするとZooｍの
「ミーティング」に参加できます。

mailto:lafay@sacc.hokudai.ac.jp


How to apply

Send a mail to the address below。

lafay@sacc.hokudai.ac.jp

In the subject line, please write “Zoom! Let’s talk a little 
bit!” and in the body of the mail, please write your name 
along with the day/topic you are applying for. 

Of course, don’t forget to write greetings!

Please apply by 10 am on the day of the talk you want to 
participate in. 

mailto:lafay@sacc.hokudai.ac.jp


楽しみ！

Talk to you 
soon!


