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留学生懇親パーティー/International Students Party
2017年11月24日（金）17時30分より豊中福利会館(Co-op)で「留学生懇親パーティー」が開催
されました。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110名が参加し、交流を深めました。留学生による音楽およびマ
ジックのパフォーマンスならびにScience Buddyによるビンゴゲームが行われ、盛会の内に
終わりました。
The Annual International Students’ Party was held from 17:30-20:00 on Friday,
November 24,2017 at Welfare Center (Co-op). A total of 110 international students,
faculty staff, international student tutors, Japanese students and Toyonaka Rotary
Club members attended the party to expanded their communication networks. International students provided music and magic performances for everyone to enjoy.
Also we enjoyed a bingo game with the Science Buddies.
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企業見学会/Company Tour
2018年１月12日（金）に11名の留学生が、キャリア教育の一環として、東レ株式会社滋
賀事業場およびダイキン工業株式会社淀川製作所を訪問しました。午前中は東レ株式会
社で研究技術のレクチャーを受け、午後はダイキン工業株式会社テクノロジーイノベー
ションセンターで最新の環境技術および施設の説明を受けました。活発な質疑応答を行
い、製品を始め企業文化など多くのことを学ぶことができました。
On Friday, January 12, 2018, our international students visited companies to
understand the culture of Japanese companies as well as to encourage their
career in the future. They initially visited Toray’s Shiga plant. After taking a
lecture on Toray’s chemical research and technologies, they had a tour of
Innovation Plaza and Films & Film Products Research Laboratories.
Subsequently, they visited DAIKIN Technology and Innovation Center located in
Osaka, which was introduced to advanced environmental technologies and its
facilities. Our students actively asked questions and had discussions with
people in the companies.
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海外で活躍するScience Buddy / SB member in the world
Science Buddy(SB) は、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です。国際交流
イベントの企画・運営を通して、相互理解を深め楽しく交流しています。
SBのメンバー・元メンバーが海外の大学で研究中若しくは調査をしました。以下の内容についての彼らからのコメントを紹介し
ます。今後海外での研究を目指している方は参考にしてください。
1.どの大学でどのような研究・調査をしていますか（しましたか）。
2.どのような方法で留学しましたか。
3.海外の大学で得たことがあれば、教えてください。
4.留学を希望している後輩へのアドバイスをお願いします。

島田

有彩（博士後期課程2年

SB 2013.10-現在）

1.マサチューセッツ工科大学でペプチドライブラリーの合成などをおこなっています。最終的
には新しい医薬品の開発などにつながる研究です。
2.大学や研究室は教授の紹介で決まりました。Visiting Studentという立場で、授業などは受け
ず研究だけの6ヶ月間の留学です。
3.今まで自分の視野が狭かったということに気づかされました。また、海外にもたくさんの仲
間やライバルがいるということを改めて感じました。
4.いろんな考え方の人に出会い、自分自身についても見つめ直す良い機会になりました。短期
間であってもかけがえのない経験になると思うので、是非挑戦して欲しいと思います。

原田

啓多 （博士前期課程2年 SB 2013.10-現在）

1.オランダのグローニンゲン大学で研究室訪問、大学の研究紹介、日本の文化体験会、留学生
支援体制の調査を行いました。
2.住野勇グローバル人材育成基金に外国人留学生三名、日本人学生三名の計六人チームで応募
しました。
3.英語で科学的な議論をしたり、自分の研究を説明することの難しさを痛感しました。また、
オランダ人と日本人では研究活動に対して考え方が少し異なること学びました。
4.短期間の留学であっても、日本ではできない経験や出会いが多くあると思います。長期留学
が難しい人にはぜひ挑戦してほしいと思います。

Chen Siyu （SB 2013.10-2015.4）
1.オックスフォード大学で物理化学を勉強しています。研究分野は氷とナノ粒子の熱力学的の関係です。
2.先生の推薦でオックスフォードに行きました。GREなどのテストもいろいろ準備しました。オックスフォードの奨学金は、母国
の学生向けですので、他の奨学金を探しながら、自費で博士課程を始めました。今は中国政府からの奨学金を受給しながら、学
校でもバイトをし、勉強をしています。
3.学部の時は生物化学を学んでいました。博士課程の研究分野は学部とは全く異なりますが、勉強方法を知っていれば、自分の
フィールドについて学ぶ時間が十分ありますので、問題はありません。また、多くの研究機器はアメリカや日本製のため、イギ
リスで買うのは結構高く、ここの機器の更新/修正される速度はやや遅いです。日本では研究機器を活用し、実験をたくさんして
ください。
4.勇気を持って留学してください。どこにいっても人生はいろいろです。海外に行ったらその分の楽しみが増えます。オックス
フォードでも、日本の企業や団体から日本国籍の学生のために多くの奨学金が提供されていますので、良かったら試してみてく
ださい。

Yang Xiaoxiao (SB 2014.10-2016.5)
1.カリフォルニア大学デービス校で大学院留学をしています。糖鎖合成や酵素補充療法のため
のprotein engineeringの研究をしています。
2. アメリカの大学院に直接応募しました。
3. 今の研究室ではほとんどの人が朝の９時に来て、５時を過ぎると家に帰ります。土日に研究
室に来る人もあまりいません。それでも結果を出しているのは効率よく実験をしているから
だと思います。私も効率よく実験を進めることに気をつけるようになりました。
4. 留学の準備は大変なところもありますが、留学から得られるものは大きいです。留学は後悔
をしない選択肢だと思います！
（ランチミーティング左から3人目）
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今田

絵理阿（学部3年

SB 2017.10-現在）

1.テキサス州ヒューストンのライス大学で研究を行っています。内容としては、物質を合成してX線などを用いてその性質を調
べています。
2.TOMODACHI STEM というプログラムに応募しました。このプログラムは、全国の理系女子を対象にライス大学で一ヶ月間研
究を行うというものです。
3.アメリカでは、博士課程に進むのが一般的です。セミナーで様々な話を聞いて、博士課程に進むのならばより多くの人と議論
できる海外の大学も視野に入れておくべきだと感じました。
4.留学をするための準備が一番大変でした。推薦状、ビザ、パスポートなど、提出遅れのないように気をつけて下さい。留学
中、わからないことがあれば質問してください。私は毎日質問してばかりですが、研究室の人は毎回丁寧に答えてくださるの
でなんとか理解している状況です。

English Cafe
ディスカッション、発表、ゲームなどをしながら英語力を高めることを目的とした
English Cafeが10月19日（木）より12月12日（火）まで10回開催されました。73名の日本
人学生及び留学生が参加し、アンダーソン ション非常勤特任助教の指導の下、文化習慣
の相違など多種多様なテーマのグループディスカッションが行われました。英語力がＵＰ
した、新しい友人ができたなどの感想が寄せられました。

卒業生のコメント/Comments from Alumni
2018年３月に卒業される留学生に在校生に向けてのアドバイスをいただきました
博士後期課程修了 Bijan Mohon Chaki
If you become motivated, you will be productive everywhere. When I fail, take it as
next endeavour for more exploration; if I pass then also take it as landmark for
further innovation, and while I get something middle of these two that can also
raise hope to drive my work until reaching to target. A person of positive thinking
and optimistic can’t lose hope to conquer any hurdles. Japan is a land of the rising sun; now I realize this is a land for nourishment of one’s aim and target. Unarguably, Osaka University is the right place to sow the seed of your goal as it
facilitates one under the motto ‘Live locally, work globally’. We learned from Osaka
University how to contribute something to the world around providing confidence
to implement a plan. A ton of thanks to Dai Nippon（The Great Japan）,dearest
Handai, professors, staff, officials, friends for your great contribution to materialize my dream and hope.

学部修了 LIU HOIKI
阪大にいた4年間で学んだ大切なことは、制限の多くは実は自分自身が生み出しているとい
うことです。留学生だからとか、どうせ無理だからとか思って試みなかったことをぜひ勇
気を出してチャレンジしてみてください。この信念を貫いて大学生活を送った結果、私は
自分の上限を変えることができました。
またScience Buddyとして3年近く活動し、色々な文化や人に出会えたことを幸運だと思って
います。Science Buddyのイベントで幾度も貴重な経験が得られたので、心の底から感謝し
ています。

2018年3月12日（月）
、外国人留学生修了パーティが千里阪急ホテル で開催
されました。理学部・理学研究科修了（卒業）予定の留学生と総長及び学
友並びに教職員と記念写真を撮りました。
On Monday, March 12, 2018, a party for international students who
completed courses at and/or who would graduate from Osaka University later this month was held at the Senri Hankyu Hotel. Photo
with our president, international students and faculty members of
the Graduate School and School of Science.
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4月以降のイベント紹介/Event Information 2018.4-

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

School of Science

Welcome Party

International
Exchange Salon
Venue:D201, D bldg.
Hour :Weekdays
10:30-17:00

Science buildings

B

Starting from Apr.19th

Japanese Half-Hour
に

ほん

ご

まな

日本語を学びましょう

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..
J

伝

Graduate School of Science

日時：4月12日（木）18：00-20：00
場所：国際交流サロン（Ｄ201）
費用：無料
申込：不要
DATE : April 12 tｈ(Thu.) 18:00-20:00
ＶENUE : International Salon(D201)
FEE
: FREE
REGISTRAION：Unnecessary

Date&Time : Every Thursday 12：20－12：50
Venue
: International Exchange Salon(D201)
Content
: One-to-one format Please bring your text book.
Inquiries
: Send an E-mail to ri-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp
Deadline
: Apr.12th

主催・問合せ/Organizer and Inquiry
Science Buddy, 留学生相談室
ri-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp

b

心

話

E

A

D

Here
C

c

H

G

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

F

2017年10月～2018年3月のイベント報告/Events 2017.10～2018.3
October 12,2017
Welcome party

Alternate Wednesday
Spanish Half Hour

January 11,2018
Japanese Culture

Every Thursday
Japanese Half Hour

February 9,2018
International food party

Every Friday
Chinese Half Hour

Every Tuesday
Russian Half Hour

Every Friday
Korea Half Hour

本年度も、留学生と日本人学生が協力することで、様々なイベントを開催することができました。今後も私たち学生が主体
となって、イベントの企画・運営を行っていきたいと思います。
（博士前期2回 岡彩惠）

Page4

