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★留学生相談室★ 
 

各専攻の先生や専門相談員の先生が、相談にのってくれます。 

小さいことでも良いので、相談を申し込んでください。 

対面、オンライン（Zoom）が選べます。 

秘密は守ります。 

foreign@sci.osaka-u.ac.jp 

nishiguchi-n@office.osaka-u.ac.jp  

 

Teachers of each major and specialist counselors will be 
available for consultation. 
It doesn't matter if it's serious or not, so please apply for con-
sultation. You can choose face-to-face or online (Zoom). 
We will keep confidential. 
foreign@sci.osaka-u.ac.jp 

nishiguchi-n@office.osaka-u.ac.jp  

留学生相談室/Advising Room for International Students 
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★Language Classes★ 

 
＊Japanese Half Hour 

Date & time: 12:30-13:00 

Place: D201 (Graduate School of Science・International Exchange Salon) Or  by Zoom 

＊Spanish Half Hour＊  
Date & time: 12:30-13:00 on Monday Place: D201  

 

＊French Half Hour＊ ＊English Half Hour＊ ＊Chinese Half Hour＊ ＊Korean Half 

Hour＊ 

Place: D201 (Graduate School of Science・International Exchange Salon) 

Inquiry nishiguchi-n@office.osaka-u.ac.jp  

★ Inquiry ★ 
For inquiries about events and ac-

tivities of Science Buddy 

nishiguchi-n@office.osaka-u.ac.jp  

イベントやScience Buddyの活動等のお

問い合わせは西口まで  

nishiguchi-n@office.osaka-u.ac.jp  

Introduction 
In case of deepening communication between foreign students, foreign researcher and Japa-
nese students in the School of Science/Graduate School of Science, we have an International 
communication salon at D201. 
Foreign students can do study, have a rest, have a meal, sleep, etc. in salon. 
There is a life consulting teacher in International communication salon, you can feel free to 
come here consulting with the teacher if you have any problem. 
There is also a piano in the salon, you can use freely (with earphone). 
 
Opening times: 10:30 – 17:00 Monday to Friday (May close temporarily) 

 

介绍 

为了加深理学院/理学研究科所属的留学生、

外国人研究员和日本人学生之间的交流，在理

学楼本馆D201设有国际交流沙龙。 

留学生可在国际交流沙龙学习、休息、生活、

吃饭、午睡，生活资讯等等。 

在国际交流沙龙驻有生活辅导员，在日生活的

不明白的地方以及各种烦恼都可以来咨询。 

在国际交流沙龙还设有以前的同学赠送的电钢

琴，可以自由使用（需带耳机）。 

开放时间：工作日 10：30~17：00  

（临时闭馆除外） 
 

  

 

 

 

 

 

 

紹介 

理学研究科・理学部に所属する留学生、外国人研究員、国

際交流に興味を持つ日本人が交流を深めるために、理学研

究科本館D棟2階D201に国際交流サロンを設置していま

す。 

国際交流サロンは、留学生の憩いの場及び生活相談並びに

交流イベントに使用されています。 

ふだんは、勉強、休憩、食事、昼寝等、自由に使えます。 

 また、生活相談員が常駐しており、家に届いた郵便物や

日本の生活でわからないこと、なんでも相談できます。 

気軽に立ち寄ってください。 

開室時間：平日 10：30～17：00 

（臨時に閉室する場合があります。) 

 

 

国際交流サロン/International Exchange Salon 

国際交流サロン 

場所：理学研究科本館Ｄ棟２階Ｄ201 

開室時間 平日10：30-17：00 

 

International Exchange Salon 
Venue ：D201,  D bldg. 2F 

Open  Weekdays 10:30-17:00 
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Even in the dark, I enjoyed playing volley-

ball and badminton. 
We also had a great conversation at night.  

 

International students from various coun-

tries participated, including China, Indone-

sia, France, Switzerland, Malawi, Malaysia, 

★ Inquiry ★ 
For inquiries about events and activities of Science 

Buddy 

nishiguchi-n@office.osaka-u.ac.jp  

イベント報告 

Event Report  

スポーツイベント 

Sporting Event 
２０２０年１０月 

感染対策を講じながら、 

スポーツイベントを開催 

しました。 

マスクをしながら 

バレーボールをするのは少し大変でしたが、久

しぶりにみんなで体を動かし、楽しみました。 

 

October 2020 

While taking measures against infection 

We held a sporting event. 

It was a little difficult to play volleyball while 

wearing a mask, but we all enjoyed it after 

a long time. 

国際交流サロンでのイ

ベント情報は、SB 

Facebookでもご覧に

なれます。 

https://

www.facebook.com

/sciencebuddy.ou 
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暗くなっても、バレーボールとバドミントンを楽

しみました。 

夜になると不思議と話も弾みます。 

 

中国、インドネシア、フランス、スイス、マラウ

イ、マレーシア、韓国….いろんな国の留学生が

参加してくれました。 
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Event Report  ２０２１年１月、２月 

オンラインでのイベントを開催しました。 

１月はクイズ大会 

２月は旅行紹介 

どちらもクイズを盛り込み、参加型のイベント

となり、大変盛り上がりました。 

 

January / February 2021 

We held an online event. 

January is a quiz tournament 

February is a travel introduction 

Both of them included quizzes and be-

came a participatory event, which was very 

exciting. 

クイズ出題中！ 

グループに分かれ、別々の場所にいる人たちと

チーム戦で戦いました。 

シンガポール、フィリピン、中国など海外から

の参加もありました。 

２時間を予定していましたが、盛り上がりすぎ

て３時間近くの開催となりました。 

 

He is just giving the quiz. 

Divided into groups and fought in team 

battles with people in different locations. 

There were also participants from over-

seas such as Singapore, the Philippines, 

and China. 
We planned to hold it for 2 hours, but it 

was so exciting that it was held for almost 

3 hours. 

景品をゲットしてお疲れさまでした。 

The winner got a free gift.  

Thank you for your hard work. 

これらのイベントは理学部・理学研究科のScience 

Buddyが企画運営しています。 

Science Buddyは、理学部・理学研究科の日本人学生

と留学生で構成されている国際交流を目的としたボラ

ンティアグループです。 

活動に興味のある方は、お気軽にご連絡ください。 

 

These events are planned and operated by Sci-

ence Buddy of GSS. 

Science Buddy is a volunteer group for interna-

tional exchange consisting of Japanese stu-

dents and international students from GSS 

If you are interested in the activity, please feel 

free to contact us. 

クイズ出題中！ 
クイズ出題中！ 

クイズ出題中！ 

オンラインイベント/Online Event 
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