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就職活動情報交換会 
Informal meeting:How to find a job in Japan?   

2017年2月20日（月）12時30分より国際交流サ

ロンで就職活動情報交換会を開催し、外国人9

名、日本人2名、合計11名が参加しました。日

本人Science Buddyが日本での就職活動の流れ

を説明した後、内定者からの体験談紹介およ

び質疑応答がありました。就活で役に立った

こと、悩んだこと、後輩へのアドバイス等有

効な情報を共有することができました。 

Informal meeting “How to find a job in 

Japan?” was held on Feb. 20th (Mon.). Nine international students and Two Japa-

nese students participated. Japanese student introduced a Job Hunting schedule in 

Japan. Prospective employees shared their experience and provided junior students 

with valuable information regarding Job Hunting. 
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2016年11月25日（金）17時30分より豊中福利会館(Co-op)で「留学生親睦パーティー」を開

催しました。留学生、教職員、留学生チューター、国際交流に理解のある日本人学生、豊

中ロータリークラブなど合計129名が参加し、交流を深めました。Science Buddyによる大

阪大学に関する○×クイズおよび留学生による音楽で盛会の内に終わりました。 

The Annual International Students’ Party was held on the 25th of November 2016 

(Friday) from 17:30 at Welfare Center(Co-op). A total of 129 international stu-

dents,  faculty  staff,  international  student  tutors,  Japanese  students  and 

Toyonaka Rotary Club members attended the party to expanded their communi-

cation networks. We enjoyed a True and False Quiz regarding Osaka University 

run by the Science Buddies. Also the International Band provided musical enter-

tainment for everyone to enjoy. 

理学研究科・理学部留学生相談室 

News Letter 
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国際交流を主眼とし、理学研究科・理学部の日本人学生と留学生で構成されたグループScience Buddyは、昼休みに

様々な言語の勉強会を開催しました。指導者および参加者からのコメントを紹介します。 

Korean Half-Hour : Monday 

ハングルの読み方と韓国語で自己紹介をするために必要な文章の作り方に

ついて勉強しました。外国語として韓国語を教えた経験がなくて心配だっ

たんですが、学習者の皆さんが内容をよく理解してくれてスムーズに進行

することができました。最初の会話ができない状態から自分について紹介

できる状態まで進んでいく過程の中で互いにコミュニケーションができる

手段が増えていくというところが面白かったです。  

（学部４回 KIM KYOUNG-DO） 

Russian Half-Hour : Tuesday 
The Russian language is the 6th largest in the world by num-

ber of speakers, after English, Mandarin, Hindi/Urdu, Spanish 

and Arabic. That is why learning of Russian language is a good 

choice. I hope, we will spend a good time together!  

（博士後期1回 TETIANA O. SEZONENKO） 

2016年度の後期から留学生 (TETIANA) にロシア語勉強会である RHH 

(Rossian Half-Hour) を開いていただきました。毎週火曜日の昼休みの

30分という短い時間でしたが、楽しくロシア語を勉強できました。最

初はロシア語を読むことすら苦労しましたが、セメスターの終わりご

ろには初めて見るロシア語の単語を読めたり、挨拶などの簡単なコ

ミュケーションがとれるようになりました。 (学部4回 佐伯 駿) 

English Half-Hour : Alternate Wednesdays 

English Half-Hourで、参加者の英語コミュニケーション能力を高めるよう

に様々な活動を行いました。最も楽しい活動の一つは「Two-minute Chal-

lenge」（二分チャレンジ）と言う参加者が決まったテーマについて二分

間話し続けてみることでした。一学期の間に参加者が自信を持てたことが

分かって嬉しかったです。  （特別聴講学生 Lock Megan Sarah） 

レッスンは英語で行われ、会話を中心としたコミュニケーションスキル

を高める内容でした。英語の科学誌について議論する練習では、ディス

カッションに必要なフレーズを学びました。最終回では、ゲストとして

留学生が複数参加してくれ、全員と一対一で対話する機会を作ってくれ

ました。学んだ事を実際に活用でき成長を実感しました。 

（学部4回 原田 啓多） 

Science Buddy（ＳＢ） is a student group which aims to enhance international communication run 

by Japanese and International students from Graduate School and School of Science. SB orga-

nized a various kind of language workshop during the lunch break. We would like to introduce the 

comments from the planners and the participants. 

韓国ドラマをよく見ていて、韓国語の発音がとても可愛いと思っていまし

たので、Korean Half-Hourに参加することにしました。韓国語の授業は本

当に面白いし、便利なので、これからも続けたいと思っています。易しい

日本語で韓国人阪大生が教えてくれました。発音や文法の説明を分かりや

すく教えてくれたので、良かったです。発音は難しかったけど、先生のお

蔭でできるようになり、嬉しいです。（博士後期3回 Fatma YESIL） 

★ 

★指導者からのコメント/Comment from planner ☆参加者からのコメント/Comment from participant 

★ 

★ 

☆

☆

☆



Spanish Half-Hour : Alternate Wednesdays 
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このクラスはメキシコ出身の陽気で美人の先生がスペイン語を教えてくれま

す。英語と近い発音も多く、英語とスペイン語で授業が進んで行くので本当

に勉強になるし、何より楽しい時間を過ごさせてもらいました。 

ありがとう、ナタリア先生！（学部4回 倉澤 健太） 

Japanese Half-Hour : Thursday 

Chinese Half-Hour : Friday 

JHH is held once a week from 12:20 for 30 minutes. Since one inter-

national student will study with one Japanese supporter, it can be 

flexible according to your level and wish. The room is filled with har-

monious atmosphere and when there is something we don’t under-

stand, everyone in the room discusses it face to face. From interna-

tional students' questions, Japanese students can also learn many 

things. It is lovely to become better friends as we meet regularly.  

（博士前期1回 矢野 菜穂） 

JHH offers an excellent platform for international students to ex-

change culture with local students, as well as to brush up daily con-

versational Japanese. Classes are led by Japanese students in small 

groups and the syllabus is customized to fit each student’s Japanese 

level. It is a helpful program to learn Japanese effectively. 

（博士前期1回 HUI WEN KOAY） 

学習者のレベルに応じて、1人～3人の少人数グループに分けて指導する形に

なっています。初級および中級クラスは拼音から基礎的な文法まで教科書に

沿って進み、上級クラスは主に1対1の会話練習を行います。学問よりツール

としての中国語を身に付けて欲しいので、発音を重視し、自然な中国語を運

用することを目標にしています。元上級クラス学習者から中国中山大学での

快適な交換留学生活の報告を受け、手助けできたことを嬉しく思います。 

（学部３回 LIU HOIKI） 

Spanish Half Hour was created spontaneously. Spanish is the second 

most spoken language in the world so it definitely worth to learn it. I 

think it is important to enjoy while learning so we interact which each 

other a lot. All questions and comments are welcome. We are also 

knowing each other as persons which makes the half hour even more 

interesting. Let’s enjoy Spanish together!   

（博士前期1回 NATALIA DE LA TIJERA FERNANDEZ） 

Science Buddy に興味の有る方は、 

ri-daigakuin@office.osaka-u.ac.jpまで

連絡ください。 

  
If you would like to become a member 
of Science Buddy,  
please contact us at  
ri-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp. 

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/

★ 

★ 

★ 

☆

☆

☆ 私は、CHHのレッスンで中国語をしっかり勉強することができました。とい

うのも、中国人の留学生に先生になってもらい、先生1人に生徒が1～2人と

いうとても贅沢な環境で勉強できたからです。私はCHHをきっかけに中国語

の勉強を始め、最初の頃は中国語の発音に苦労しました。ですが先生が丁寧

に発音を教えてくれたおかげで、中国語の勉強を楽しく続けることができま

した。刘老师，谢谢您！（博士前期1回 岡 彩惠） 



国際交流サロン 

場所：理学研究科本館 

   Ｄ棟２階Ｄ201 

時間：平日 

   10：30-17：00 

 

International 
Exchange Salon 

Venue:D201, Dbldg. 

Hour   :Weekdays 

    10:30-17:00 

国立大学法人大阪大学 

「言葉や文化は違えど、僕らはみんな

大学生。」そんな当たり前のことに気

付くきっかけを与えてくれたのが国際

交流サロンであり、たくさんの楽しい

イベントでした。変に気負わず、誰で

も落ち着ける雰囲気がサロンにはある

し、僕らScience Buddyもそういうイベ

ントを常に心がけてきました。イベン

トの間、笑いが絶えることはありませ

ん。英語は二の次です。そして、イベ

ントを企画するのは日本人だけではあ

りません。最近は多くの留学生が企画

側として参加しています。ますますの

盛り上がりを見せるScience Buddyに今

後もご期待ください！ 

（学部４回 中村 翔健） 

International Café Report 

休憩、昼食、勉強などに

お使いください。 

Please use this space 

for relaxing, having 

lunch, studying. etc.. 

Event Report 

2016.10-2017.3        

  

・Oct.3rd         Orientation for New students 

・Oct.13th       Welcome party 

・Oct.14th       Orientation for Tutor 

・Nov.25th     International students’ party 

・Dec.16th      Japanese winter food party 

・Jan.11th        Japanese culture experience 

・Feb.16th       International food party 

・Feb.20th       Job hunting informal meeting 
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卒業生のコメント/Comments from Alumni 

2017年3月に卒業される留学生から在校生へ向けてのアドバイスをいただきました。 

  My campus life in Osaka University had its ups and downs but the entire ex-

perience was something that I will never forget. As a Ph.D. student, academic 

work was constantly tough because of the high level of research involved. But 

with the help of my Professors and my laboratory mates, adjusting to this envi-

ronment and learning the essential laboratory skills became so much easier. I 

learned to be more independent and to be a better listener while I was in the 

university. My advice to other students: Don’t be shy to ask for help.   

 

KIMBERLY BORROMEO CORNELIO   博士後期課程修了 

↑Welcome party 

↓Japanese winter food party

↑Japanese culture experience 

↓International food party 


