
 皆さん、初めまして！2020年8月より留学生担当教員と

して着任した、香門悠里と申します。卓先生の後任を務めま

す。どうぞよろしくお願いします。簡単に自己紹介をしま

す。私は、2015年に神戸大学大学院工学研究科で学位(博士

(工学))を取得し、その後2年半、神戸大学で学術研究員とし

て研究に従事してきました。2018年4月、ご縁があって、大阪大学大

学院の高分子科学専攻の助教として着任しました。専門は高分子材料科

学で、主にタンパク質を認識する高分子材料の設計と合成に関する研究

を行って、新たな診断薬や治療薬の開発を目指しています。 

今、世界中で、コロナウイルスと共に生きていく新たな局面を迎えてい

ます。皆さんの生活も大きく一変し、不安に思うこともあるかもしれま

せん。しかしこういう時こそ、みんなで助け合って、新しい人生を楽し

んでいきましょう！何かあればいつでも力になりますので遠慮なく連絡

してくださいね。また皆さんとface-to-faceあるいはオンラインでお

会いできる日を楽しみにしています。 

 

 
Nice to meet everyone!  

My name is Yuri Kamon, and I was appointed as a faculty member in charge of in-

ternational students from August 2020. I’m replacing Prof. Tak. Let me briefly intro-

duce myself. I earned a Ph. D. (Engineering) from the Graduate School of Engineering, 

Kobe University in September 2015. After that, I worked as an academic researcher 

for two and a half years at Kobe University. In April 2018, I had a good opportunity to 

work here as an assistant professor at Department of Macromolecular Science in 

Graduate School of Science, Osaka University. My specialty is polymer materials sci-

ence, and I mainly study the design and synthesis of polymer materials that recognize 

proteins for producing new diagnosis and therapeutic materials.  

We are now entering a new phase of living with Covid-19 around all of the world. 

Your daily life may have changed a lot and you 

may feel uneasy. However, I believe we can help 

each other and enjoy our new life now more than 

ever! Please feel free to contact me if anything 

happens. I look forward to seeing you on face-to-

face or online again. Thank you, 

 

Yuri KAMON 

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 
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Open  Weekdays 10:30-17:00 
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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。 

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 consul-
tation. You can choose face-to-face or online (Zoom). 
We will keep confidential. 
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NEWS LETTER 

孫 思遠（SUN Siyuan） 

博士前期課程２年 

物理学専攻 

はじめまして！孫思遠と申します。JHH (Japanese Half Hour) はScience 

Buddyのボランティア活動の一つで、留学生が日本人学生から日本語を学びま

す。 

今学期のJHHは、オンラインをメインとして、一部ではパーティションを使って対

面でやってます。 

オンラインで開催することで、自宅、豊中キャンパス、吹田キャンパス、シンガ

ポール、中国と、いろんな場所からの参加が可能になりました。 

 JHHは普通の日本語授業と違って、留学生は自由に教材を選ぶことができま

す。教材は教科書にとどまらず、いろんなものを選べます。例えば、日本語能力

試験の対策本、日本語授業の宿題、漫画、小説、全部教材として使うことがで

きます。前学期に太宰治の「二十世紀旗手」を使う学生もいました（草）。一対

一なので、授業の進度に追いかけられへんことはありません。理解できひん部分

があればいつでも先生に質問ができ、普通の日本語授業より効率的に学ぶこと

ができます。ほな、参加してみ！(/・ω・)/ 

Japanese Half Hour 
你好，我叫孙思远，是实验粒子物理学修士2年级的学生。JHH

(Japanese Half Hour)是Science Buddy主导的活动之一，留学生通

过日本人学生来学习日语。 

本学期的JHH将会以线上进行为主体，个别实施线下教学。由于改为线
上进行，同学们可以从自家、丰中校区、吹田校区、新加坡、中国以及各

种地方参加本活动。 

JHH与普通日语教学不同，留学生可自选教材用作学习。教材也不只限

于教科书，日语能力考的题目、日语课的作业、漫画、小说、都可以作为
教材，上学期就有同学使用太宰治的《二十世纪旗手》来作为教材学习日

语。由于是一对一教学，同学无需担心跟不上教学进度，有听不懂的部分

可以随时打断提问，比起普通一对多教学更能高效率的学习日语。期待你

的参加！(/・ω・)/ 

Hi! I’m Sun Siyuan from China, a 2nd year master student. 
JHH (Japanese Half Hour) is one of our volunteer activities. 
Foreign students learn Japanese from Japanese students. 
In this semester, we hold JHH online mainly, still a few of-
fline lessons with partition.  
Online joining is so flexible that participants attend from 
various places such as their houses, Toyonaka campus, Suita 
campus, Singapore and China. 
In JHH, foreign students can choose their own textbook 
which is different from normal Japanese lecture. JLPT ques-
tions, homework of Japanese lecture, comic, novel, etc. can 
all be used for JHH, for example there is one student who 
used Osamu Dazai’s fiction for JHH. Since JHH is a one-to-
one event, there is no need to worry about teaching schedule. 
You can interrupt teacher’s talk and give a question any 
time, it will be more efficient to learn Japanese.  

Let’s join together! (/・ω・)/ 



Introduction 
In case of deepening communication between foreign students, foreign researcher and 
Japanese 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 mail, 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). 

foreign@sci.osaka-u.ac.jp 
 
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）。 

foreign@sci.osaka-u.ac.jp   

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。foreign@sci.osaka-u.ac.jp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 

2019.07.25 

 

★ Inquiry ★ 
For inquiries about events and 

activities of Science Buddy 

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

２０２０年２月１０日(月) 「ムスリムについて

知ろう！」というイベントを開催しました。最初

に、イラン出身の留学生がイランという国の紹介

とムスリムについて話をしてくれました。次にイ

ンドネシア出身の留学生が、インドネシア料理を

一緒に作ってくれ、みんなで食べました。 

Monday, February 10, 2020   the event 

"Let's Learn About Muslims" was held. 

First, an international student from Iran in-

troduced Iran and talked about Muslims. 

Next, international students from Indonesia 

made Indonesian food with participants and 

enjoyed them together. 

イベント報告 

Event Report  

 

Thursday, January 9, 2020 there 

was an event to experience Jap-

anese culture. Students experi-

enced calligraphy, tea ceremony, 

origami, and making Mochi.  
We had a table tennis event at Thursday, De-

cember 19, 2019. Students enjoyed playing 

table tennis with not only students who can 

play but also noobs. After table tennis we had 

dinner together, 

2019年12月19日，留学生们在乒乓球活动室举行

了乒乓球活动，大家互相进行比赛，友谊第一比赛第

二，无论是新手或是高手大家都乐在其中，体验乒乓
球的乐趣。在乒乓球活动后大家一起回到留学生沙龙
吃了晚饭。 

   ☆２０１9年度活動内容☆ 

 

４月 新入留学生ウエルカムパーティ 

  Language Half  Hour(4月ー７月)  

５月 スポーツイベント 

６月 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Food Party  

７月 短期滞在留学生との交流 

８月 短期滞在留学生との日本語クラス等 

10月 新入生ウエルカムパーティ 

 Language Half  Hour(10月ー１月)  

  English Café 

11月 理学研究科・理学部留学生懇親パーティ 

12月 スポーツイベント  着物着付け体験 

1月 日本文化体験（茶道・書道）をしよう！ 

2月 ムスリムについて知ろう！（勉強会・料理）  

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 

2020.02.10 

2019.12.19 
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