
 

 

We are volunteer group consisting of international students and Japanese students 

in School  / Graduate School of Science.       We organize many events to interact 

with many students!!! 

 

Science Buddy は、理学部・理学研究科に所属する留学生・日本人学生で構成さ

れたボランティア団体です。留学生支援や留学生との交流イベントを運営して

います。ご興味がある方は気軽に連絡してください！ 

今後の予定 

昼休みに留学生に日本語を教えるボランティア募集！ 

オンライン・対面・曜日が選べます。 

留学生から外国語を学ぶ学生募集！ 

（スペイン語・フランス語・中国語・韓国語… 

他にも留学生から学びたい言語を教えてください。） 

Japanese Half Hour/ Spanish Half Hour                          

French Half Hour/ Korean Half Hour/Chinese Half Hour 

留学生と一緒にイベント企画運営をしてくれる学生募集！ 

...and more 



 BRIJESHさん （博士後期課程修了2020.3） 
 

 I am Brijesh from India. I completed my Ph.D. in Physics from Osaka University. My 

stay at Osaka University was one of the best times of my life. I learned so much here. 

Osaka University is one of the prestigious universities in the world with world-class re-

search facilities and, because of that, before joining the university, I was assured that 

I would improve my research skills here. But, what I am glad about the most is that I 

was able to join student organizations here and was able to improve my communication 

and networking skills, made many friends, learned new languages, learned and experienced 

Japan and other countries’ culture through the people and by participating in the events 

organized by the student organizations. Science Buddy is a volunteer student organiza-

tion active in the Graduate School of Science. My advice to all the students, especially international students, in the Gradu-

ate School of Science is to join and to be active in Science Buddy. If you are too busy to be a member of the group, at least 

join the events and have fun. Joining a student organization is a great way to make friends, learn languages, etc. especially 

for international students who are new in Japan and who sometimes can feel homesick. In my experience, learning Japanese 

is very crucial if want to enjoy your stay here, so please do learn the language. I wish good luck and success to all the stu-

dents. Enjoy while chasing your dreams!! 

Science Buddy卒業生から  

   ☆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）  

活動は基本的に、D201（理学研究科・国際交流サロン）で行われます。 自分の

都合に合わせて、参加できるときに参加するというスタイルです。 

 

2020年度は、感染対策をしながら、オンラインのクイズ大会などを開催しました。 

 

留学生と交流してみたいと思われる方は、お一人でもお友だちとでも大歓迎です。

一度お気軽に、理学研究科・理学部本館 国際交流サロンＤ201にお立ち寄りくだ

さい。 

連絡先 理学部・理学研究科 国際交流サロン 

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

夕方からパーティーがあ

ります。お昼すぎから、

手伝える人が集まって料

理などの準備をします。 

留学生が母国の料理をふる

まってくれます。留学生に

教えてもらいながら、みん

なで料理します。 

理学部全体の大規模な留

学生懇親パーティです。

クイズやゲーム等、催し

物を企画・運営します。 

昼休みにサロンに集まって、マ

ンツーマンで留学生に日本語を

教えます。 

また、別の日の昼休みには留学

生から外国語を学んだりしま

す。オンラインでも開催してい

ます。 

日本の文化を留学生に

紹介します。 

☆ONLINE QUIZ COMPETITION☆       After Quiz Competition 

  OHANAMI  picnic!        

Japanese Half Hour       

2020年度はオンラインで、 

いくつか開催しました。 


