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編集長：ディンティカム（経済 3） 

副編集長：劉
りゅう

麗麗
れいれい

,劉云
りゅううん

梅
ばい

（経済 3） 

編集員：ズォンティリー（環境 2）、紅
こう

英
えい

（経済２）、呉
ご

志
し

航
こう

（経済２） 

    李
り

保会
ほ か い

（経済２）、ダカルラムクマル（経済２） 

    ボーリング大会

 新学期が始まる前に、私はスポーツ大会に参加しました。ボーリング

をやりました。ほとんどが 初心者や未経験者ばかりでしたが、すごく楽しかったです。国籍、学

年、学部を問わずに、皆がそれぞれグループに分かれ、行いました。ゲームなので、チームが優

勝めざして頑張りました。もちろん、私達は優勝するため、皆がお互いに努力して、頑張りまし

た。この 2 ゲームで他の国からの留学生とも友達になり、嬉しかったです。また。私はあまり上

手く出来なくても、皆応援してくれました。 

ゲーム終了後、ボーリング場でみんなでパーティをし、表彰式をしました。私は今回 、三回

目の ボーリングだったのですが、意外にも賞をもらいました。本当に嬉しかったです。このよう

な機会があれば、絶対参加したいと思っています。今回、参加していなかった方は是非、参加し

てみて下さい。プレゼントをもらえるかもしないし、本当に楽しいですよ。 

 私は、皆で遊んだり、笑ったり、仲良くなることは大事だと思います。これからも四日市大学で

にいろいろな思い出を一緒に作りましょう。皆さん、宜しくお願いします。 

環境情報学２年生ズォンティリー 
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皆さん、こんにちは私は経済学部経済経営学科三年生のディンティカムと申します。ベトナム

からの留学生です。今年の留学生新聞編集長を担当します。時間がたつのが早いですね。時間

が無意義に去っていかないように何でもいいですから、好きな事に努力してください。時間は

取り戻せないですからね。これから、勉強も活動もたくさんがありますが、できる限り一番い

い記事を提供します。皆さんぜひご覧くださいね。 

 

私は経済学部経済経営学科、３年生 劉

リュウ

 麗 麗

レイレイ

と申します。留学生新聞の委員にとして、

今年、２年目です。私が好きな言葉は「１年目には種をまき、２年目には水をやり、３年目に

は花を咲かせましょう。」です。私を含めて、在学の皆さん、花を咲かせるように、一緒にが

んばりましょう。 

 

私は経済学部経済経営学科 3 年生劉
リュウ

雲
ウン

梅
バイ

と申します。中国出身です。今は名古屋に住んでい

ます。性格は明るいです。いっぱい友達を作りたいです。もし、遊びに行く時私を誘っても

らえたら、嬉しいですよ。 

 

みなさん、こんにちは。私は留学生新聞の編集員の李
リ

保会
ホ カ イ

です。中国の河北省から来ました。

今、経済学部経済経営学科の 2 年生です。新聞編集のことは初めてですので、経験が全然あり

ません。この仕事は私にとって、挑戦だと思います。普段、寝ること以外趣味が別にないです

けど、新聞編集の仕事を引き受けた以上、一生懸命に頑張りたいです。これから、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

私は四日市大学経済学部経済経営学科二年生のダカル.ラムクマルと申します。ネパール

出身で 2012 年 4 月に日本に来ました。今、名古屋で住んでいます。夢は社会へ出て、

色々な国の文化にふれることです。 

 

 

私は経済学部経済経営学科の紅
コウ

英
エイ

と言います。2012 年の 4 月日本の文化に興味を持って中

国の内モンゴルから来ました。私の趣味は、民族ダンスを踊ることでしたが、今は小説を

読むことと旅行することです。私は今年から留学生新聞編集委員になったので、分からな

いことがたくさんあります。皆さんこれからよろしくお願いします。 

みんなさんこんにちは、呉
ゴ

志
シ

航
コウ

です。今年から留学生新聞編集員になった新人です。ま

だ仕事の内容がわからないですが、頑張ります。趣味は日本アニメをみることです。オ

タクじゃないよ。自慢じゃないですがバスケートボール、卓球，ビリヤードなどは結構

上手です。これから皆が面白いと思う記事を書きますので、よろしくお願いします。 

環境情報学部環境情報学科の 2 年生のズォン ティ リーと申します。私の趣味は旅行。ショッピ

ング、料理をすることです。団体やグループ活動に参加することが好きです。今年から留学生

新聞の編集委員となりました。まだ わからないことがたくさん有りますが、皆さんどうぞ宜し

くお願いします。 



  

 

スキーの研修旅行 

 

今年、２月２２日から２４日まで恒例の留学生研修旅行が行われていました。一年

生で、初めての研修旅行参加でしたので、先輩たちとは感想が少し違うかもしれません。１万円

だけで２泊３日＋高級ホテル、おいしい食べ物、一番重要なのは全コースで美人付き（笑）。こ

の金額でほかにはもうないじゃない。さて冗談をやめて、本題に入りましょう。 

 今回はバスで行きました。途中皆ほとんどバスの中で寝ていました。先生方は本当にわたし

たちの安全を心配して頂いて、特に最後ホテルにつく前に大橋先生は「皆さん夜はできるだけ外

に出ないでください。出ても動物しかいないから、コミュニケーション取れないですよ。しかも

危険です。」と言われました。皆、外には出ませんでした、というよりも疲れていて外に出る気

はなかったです。  

スキーの初日はインストラクターの先生からスキーの基礎を教えてもらいました。午後から

インストラクターの先生にリフトに乗せてもらい、スキーをしました。最初は早くスキーをした

いので、まじめに聞いていなかったです。 

そして次の日、自由時間に２０回ぐらいころんで、後悔しました。ちょっといたいけど丈

夫な体で助かりました。そういう事を思うたびに、父に感謝の気持ちでいっぱいあふれてくる

（笑）。ころびながらだんだん慣れてきました。そして自由にスピードをコントロールできたと

きはスキーの面白さを始めて感じました。山の上から下に滑りながら遠くの風景をみて体のバラ

ンスをコントロールしました。足元を見ずにスキーをするとまるで空を飛んでいるような感じが

します。その感覚はたまらない。（転んだら痛いけど）  

最後は柴田先生の話で終わりです。これから社会に入って、一番重要なのは人と人とのコミ

ュニケーション、人と人のつながり、それはみんなにとって重要な財産です。ですから、皆さん、

いろんなイベントに参加して、コミュニケーションをとっていきましょう。学校で会っても、以

前だったら挨拶しないかもしれないですが、もしこれから、会ったら挨拶をして、コミュニケー

ションを取りましょう。一人で ゲームや映画を見てもおもしろくない。たくさんの人と一緒にい

ればきっと楽しいと私は思います。 

経済学部経済経営学科 ２年生 呉
ゴ

志
シ

航
コウ

  

 

 

 

  

 

 

 

      

また、楽し

みね 



 

 

 

 

      

2015 年四月 25 日午前 11 時 56 分、ネパールのゴルカ県を中

心にマグニチュード 7.8 の地震が発生しました。その地震で、

死者は 9000 人以上になりました。そして多く人々は被害者に

なってしまいました。ユネスコの世界文化遺産にも登録されている有名な建物ダラハラは崩れて

しまいました。ダラハラは 1825 年に建てられた建物でした。そして世界遺産にも登録されている

ダルバル広場も崩れてしまいました。ネパールの大地震によって世界最高峄のエベレストにも大

きな雪崩が起き、山登をしていた人々もたくさん死んでしまいました。ネパールの 75 県の中では

12 県まで大地震の影響がありました。ネパールの首都カトマンズでは建物がたくさん倒れて、水

や食料の不足などが起きていました。数十万人の人々がホームレスになり、ほかの国からの支援

を受けました。    

 ネパールの大地震のために色々な国で募金活動が行われています。日本でも色々なところか

ら募金活動が行われていました。四日市市内在主のネパール人や留学生が募金活動を行いました。

また、そしてネパールを支授するために名古屋市内留学学生のグループもネパール大地震の募金

活動を行ないました。日本に留学しているネパール人学生たちは、こんなに多くの募金が集まる

とは思わず、四日市と名古屋市の皆様の温かい気持ちに感動しています。ご協力ありがとうござ

いました。 

経済学部経済経営学科 ２年生 ダカルラムクマル 
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四日市大学は、毎年授業が始まる前に、新入生オリエンテーション合宿を実施しています。

今年も三重県にある湯の山温泉グリーンホテルで行われました。先生と 2 年生が企画、そして、

引率し、学部ごとの一泊二日の旅行です。新入生にとって、これからの大学生活に関する話を先

輩達から聞けたり、学部の仲間と仲良くなれたりする貴重な場です。また、オリエンテーション

合宿で重要なのは、先生と先輩達からの履修ガイダンス(コース説明)です。この合宿で先生と先輩

達の手伝いで、選択授業を決めるのが大事なことです。 

    今年も例年通りに入学して間もない頃に行ったので、みん

な初めは緊張した面持ちでバスに乗り込んでいました。しか

し、時間をともに過ごすにつれ、大学生同士が打ち解けるよ

うになりました。 

午後 4 時に出発して、4 時 40 分にグリーンホテルに到着

しました。到着して先に宴会場に集合、開会式をして部屋の

鍵を渡されました。そして、みんなで温泉に入り、1 日の疲れを癒しました。6 時から、みんな宴

会場に集まって夕食をとりました。その時、皆、お互いコミュニケーションが上手く取れるよう

になっていました。7 時から、学部長挨拶、履修ガイダンスが始まりました。新入生の皆さんは

初めてで何もわからないので友達に聞いたり、先生や先輩に聞いたりしていました。次第に学生

同士の距離は縮まり、仲間意識が生まれました。 

 新入生の皆さんが私の話を真剣な目で聞いてくれ、とても嬉しかったです。またいろいろな質問

をされ  、理解の仕方に違いがあって、私も新しいことにいろいろ気づくことができました。また

私自身も、知らない人に声を掛けるようになりました。 

   最後に、この合宿で新入生の皆さんが多くを学び、これからの大学生活に向けて、素晴らしいス

タートを切ることができるきっかけとなれば嬉しく思います。 

経済学部経済経営学科 ２年生 紅
コウ

英
エイ

 

 



 

 

 

 

   

 

        毎年恒例、４月１８日に留学生の新入生歓迎交流会を行いました。最初に宗村南男学長から、

新入生の皆さんに対してご挨拶していただきました。次に今年の留学生会会長である経済学部経

済経営学科三年生のチョウ シュンブンさんが先輩としてメッセージを送りました。 

その後、チーム対抗のパズルゲームと小豆ゲームを行いました。パズルゲームでは食堂内で

字が書いてある紙を探して、バラバラの紙を整理し、その紙に書いてある質問に答えます。私の

グループの質問は「会長の靴を借りてください」って、なかなか難しいよね(笑)。結局、貸しても

らいましたが、残念ながら、私のグループは下から２番目でした。小豆ゲームではグループで皆

が順番に豆をお箸でつかみ、となりのさらに入れます。普段、よくお箸を使って、食事している

ので、凄く自信がありましたが、実際に非常に難しかったです。また、私のグループは負けまし

た。とても悔しかったですが、楽しかったです。ゲームを終わったら、みんなで話しながら食事

をしました。 

  こういうイベントを通じて、後輩と先輩の顔を合わせることが出来て、勉強や日本の生活に

も色々なことを相談できます。普通は自国の友達しか会えないですが、今回には違う国の友達も

作れる機会だと思います。 

  皆さん、新学年が始まりました。遊びは遊びですが、勉強にも忘れないでね。ぜひ、大学生

生活を充実してくださいね。 

 経済学部経済経営学科 ３年生 ディンティカム 

 

 

 

 

   

入学式おめでとうございます 

 



学生の声 

 

 

 

大学生活が始まってもう 2 ヶ月経ちました。最初、どの大学に進学しようか悩んだ上、

四日市大学を選びました。初めてこちらの大学に来たのは面接日でした。見知らぬところ

で試験場を探していたところ、初めて会った先生が笑顔で私の名前を呼んでくださいまし

た。とても驚きましたが、少しリラックスできました。4 月から、大学生活が始まりまし

た。入学式、新入生オリエンテーション及び合宿では大学 4 年間勉強する為に知るべき履

修登録などを留学生の私たちもわかるように優しく、わかりやすく説明していただきまし

た。そして、先輩からも自分の経験や感じたことなどアドバイスをしてもらいました。そ

れだけでなく新入生歓迎会では、大学生活を充実して過ごせるサークルの紹介が行なわれ、

プレゼントも準備されていました。今は授業が始まり、毎日充実して過ごしています。特

にフィールドワーク論などの授業はとても難しくて毎週文章を読むのが大変ですが、授業

が面白くて始まると自然に集中しています。さらに留学生たちがわかるような日本語を使

い、場合によって英語でも説明してくださいます。このようによい環境で勉強しており、

楽しい大学生活を楽しんでいます。 

経済学部 経済経営学科１年生 南 勛 

 

 

わくわくして大学に入学してから、ゼミの勉強が始まってもう 2 年が立ちました。二年間

の大学生活は早いです。留学生としてわたしたちは勉強と生活を両立することが大変です。し

かし、それが勉強できない言い訳にはなりません。大学の勉強は自分の未来の進路の鍵です。

夢を実現する基礎です。一年生の皆さんは時間はまだ余裕があると感じますか？。そう思うな

ら、二年生になったら、もっと忙しくなります。私の勉強の計画表では大きく二つに分かれて

います。ひとつは、一年生と二年生のときにできるだけ単位を取ります。もうひとつは、三年

生と四年生のときに就職活動に力をいれます。一年生のときは勉強したいことを決めてそのコ

ースの単位を取ります。もし、迷っているなら、できるだけ専門単位を取ります。そしたら、

二年生でゼミを選ぶときに範囲が広がります。二年生になったら、ゼミを決めることが大事で

す。ゼミの募集は二回あります。第一次募集に落ちてもあせない。第二次募集があります。し

かし、ゼミを早く決めなければなりません。迷うと勉強したいゼミに入れない可能性がありま

す。三年生の私は、もう卒業論文に関する資料を集めています。今年で卒業論文を完成したい

と思っています。早いと思う人がいるかんもしれませんが、いまの私のスケジュールでは早く

ありません。四年生になると就職生活が始まりますので、四年生から卒業論文を始めるのは遅

いです。以上が、私が就職のために作ったスケジュール表です。皆さん一緒に大学生活を楽し

みしましょう。 

経済学部経済経営学科 ３年生 リュウウンバイ  

 

 

努力なしに結果なし 

 

 

 



平成 26 年度貢献顕著な私費外国人留学生奨学金 

授与式 1 月 22 日 
学部 学科 学

年 

氏名 

出身国 

受賞理由 

経済 経済経営 2 李 深 

リ シン(中国) 

留学生会学年リーダー 

経済 経済経営 2 ﾋﾟﾆﾃﾞｨﾔ ﾊﾟﾃｨﾗｹﾞ ﾃﾞｨﾗﾝ ﾙﾜ

ﾝｸﾏﾗ ﾍﾟﾚｰﾗ（スリランカ） 

 

桑名市長島国際教室母母国紹介 

環境

情報 

環境情報 2 ｺﾗﾑﾝﾅ ﾒｽﾄｩﾘｹﾞ 

ﾁｬﾄﾗ ﾏﾄﾞｩｼｬｰﾝ ｳｨﾏﾗｽﾘ

（スリランカ） 

桑名市長島国際教室母国紹介留

学生会学年リーダー 

 

経済 経済経営 1 イフサン ヌルディン

（インドネシア） 

暁高校国際交流部交流会桑名市

深谷国際教室母国紹介保々小学

校母国紹介 

環境

情報 

環境情報 1 タマン カルマ シン

（ネパール） 

暁高校国際交流部交流会大学

祭・新春パーティ歌披露 

 

※学年は受賞当時のもの 

 

 

 

     

 

平成 26 年度後期成績優秀者奨学金 

  授与式 5 月 13 日 
 

 

 

 

 

 

 

  

       あなたの夢の芽を育てよう  

学部 学科 学年 氏名と出身国 

経済 経済経営 ４年 
スウ ヒ 

鄒 飛(中国) 

経済 経済経営 ３年 
ディン ティ カム 

DINH THI CAM（ベトナム） 

経済 経済経営 ３年 
ホウ キン 

彭 欣（中国） 

経済 経済経営 ３年 
リュウ ウンバイ 

劉 云梅(中国) 

環境情

報 
環境情報 ３年 

エン スイ 

袁 帥(中国) 


