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日本と母国ネパールのお正月について 

 

 日本のお正月は、各暦の年初のことです。文化的には旧年が無事に終わった事と新年を祝う行事です。正月

飾りをし、正月行事へ行き、御節料理を食べて、盛大に祝います。また、1月 1日の元日のみを国民の祝日とし

ていますが、実際には少なくとも 3日までの三箇日は事実上の祝日と同じ状態となります。 

ネパールでは、西暦と独自の暦であるヴィブラム暦も使用しており正月は、日本で僕たちが使用しているカレ

ンダー（グレゴリオ暦）だと、4月 14日になります。その日は家族で集まり、新年を祝うパーティなどを行います。

またネパールはヒンドゥー教の国のため、早朝にお寺に行く事が多いです。 

日本も同じですが初詣は、自分そして家族の健康のためにお祈りする事が一般的です。今、日本にいる

ので、家族とはお正月は過ごせませんが、 日本で友人と集まり飲みに行ったり、ネパール人が集まってい

るイベントに参加をしています。 

アディカリ サントス（環境 2） 
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留学生新聞編集員からのご挨拶 

 

 今年 1年、お世話になりました。1年間編集長として皆さんからの協力に、心から感謝いたします。 

良い年をお迎えください。 

                                                           リュウ キョウ 

皆さん、こんにちは。もうそろそろ今年も終わりますね。本当に早かったと感じています。振り返ると昨日の

ことのようです。この一年間でいろいろ勉強し、出来なかったところがあるかと思います。しかし、落ち込むこと

ないよ！気分を乗り越えて、それを新しい目標として頑張ってください。また期末試験が、近づいてきました。

勉強も頑張って良い成績を取りましょう。最後に、新年明けましておめでとうございます、良い年を迎えてくだ

さいね。 

                                                          ヴ ヴァン ナム 

もう 1 年間が経ってしまいました。1 年間どうだったか？1 年間、色んな事があったと思いますが、良い事は

もちろん、悪い事もありますね。良い事は良い思い出になりますし、悪い事は、次がいい事が絶対に起こると

信じています。どんな事があっても、真っ直ぐを進んでください。 

来年も宜しくお願い致します。よいお年を。 

ド ティ フェン 

留学生新聞編集委員に入ったので、いろいろな国からの留学生と社会の交流経験をもらったと思います。

私たちは新聞を書くことで、旅行やボランティアや社会活動を記事にまとめて、他の留学生のみなさんに伝え

ることが出来ます。勉強だけでなく、異文化交流も大切だと思います。 

                                                               ト ネイ  

１年間の皆さんの頑張りに、お疲れさまでした！たくさんの成功や、目標が達成できたこといっぱいあるでし

ょう。今年のマイナスだったところを見直し、来年は完璧な年を目指し、お互い頑張りましょう！ 

                                                         ハイルル アナム 

 皆さん、MERRY CHRISTMAS! そろそろ 2018 年は終わりですね。今年の 1 年間は色々な活動に参加して、

本当に大変楽しかったです。参加したことで、たくさんのことを学んで、毎日の生活にとても役に立つことが多

かったです。来年も楽しく色んな活動に参加したいです。よろしくお願いします。 

                                 マハルジャン サジン 

 皆さん こんにちは。もうすぐ平成 30 年が終わりますが 、1 年生の皆さん大学慣れましたか？12／2 に、日

本語能力試験を受けたみなさん、力は発揮できましたか？後期ももうすぐ終わりですね。 課題とレポートを、 

きちんと出してね。 

最後に、 新年あけましておめでとうございます。来年も大学生活、一緒に頑張りましょう。 

 アディカリ サントス 

 今年最後の月になりました。みなさんにとって今年はどんな年でしたか？頑張ったこと、失敗したこと、楽し

かったこと、苦しかったことなどの様々な思い出が浮かぶでしょう。私もそうです。行く年を振り返り、来る年の

目標を達成するために頑張ることで有意義な一年を迎えられので、皆さんやってみましょう！新年あけまして

おめでとうございます。 

                                         アタパットゥ パヴィトラ キットミニ ガヤーン 

 



                 学生活動① 

大規模津波防災総合訓練に参加して 

 

 11月 5日は日本の「津波防災の日」であり、国連が制定した「世界津波の日」です。地震による大規模津波の

被害軽減を目指すとともに、津波に対する知識の普及・啓発を図ることを目的に平成 30年度「大規模津波防災

総合訓練」が 11月 3日、四日市市の四日市港霞ふ頭で開かれました。四日市大学の留学生 10名を含めて、

訓練参加人数は 1800名でした。 

最初に、四日市港ポートビル周辺で行われた避難訓練に参加しました。津波の危険のサイレンを合図に、近く

の公園からポートビルに歩いて行って、地上約 15 メートルの 2階の会議室に避難しました。その後、「大規模津

波防災総合訓練」のメイン会場、四日市港霞ふ頭に行きました。そこで、ヘリコプターによる救助負傷者搬送と情

報収集訓練、バイクによる情報収集訓練、船舶による捜索・救助・負傷者搬送訓練などの上空・陸上・海上 で

の訓練を行いました。倒壊家屋や破損車両からの負傷者の救助を行い、私たち留学生は負傷者として参加しま

した。 

母国では、避難訓練を行ったことはなかったので、いい経験をしました。 

 アタパットゥ パヴィトラ キットミニ ガヤーン（環境 3） 

 



学生活動② 
 

「四郷地区国際理解講座」でネパールの文化紹介 

 

 2018年 7月 22日、四日市市四郷地区市民センターで、ネパールの文化紹介を行いました。 

 第一部では、最初にネパールの国旗や民族、暮らしなど写真を見せながら紹介しました。その後、ネパール語

の練習や伝統的なダンスを披露しました。そして、ネパールの子供たちなら誰でも知っている、輪ゴムをまとめて

作ったボールを足で蹴って遊ぶ「ツンギ」を一緒にしたり、「タラバジ・ロイ・ロイ」という童謡を一緒に歌って、楽し

い時間を過ごしました。 

 第二部では、午前中から私たちが作った、ネパールカレー、モモ（ネパールの蒸し餃子）、ダル（豆のスープ）、

デザートを食べながら交流会を行いました。初めてネパールカレーを食べる方が多く、「ちょっと辛いけど、美味

しい」と言って頂き、とてもうれしかったです。 

 これからもこの様な機会があったら、ぜひ参加します。とても楽しい一日でした。                  

ブタトキ ニサン（総合１） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 学生活動③ 

 

鉄道とまちづくりツアー第二弾 三岐線で西藤原の聖寶寺に 

 

 
 

11 月 18 日に私は鉄道とまちづくりツアーに、情報発信者として参加し、近鉄富田駅から三岐鉄道に乗って西

藤原駅に行きました。駅の周りに民家はありましたがお店はなく、買い物するには車か三岐鉄道が必要だと思

いました。 

西藤原に到着し、昔から食べられている芋餅とぜんざいをいただきました。そして地図をもらいました。このル

ートポイントは、聖寶寺というお寺です。もらった地図によるとお寺までは、逆方向で駅から約 0.5 ㎞でまた、365

段を登る必要があります。参加者はお年寄りの方々が多く、それでもお寺まで登っていた様子を見て、とてもお

元気で感動しました。その後紅葉を見に行きましたが、まだ時期が早かったみたいで、あまり色付いていなかっ

たのが残念でした。そして帰りに、統合で廃校になった小学校で開催されているマルシェに行きました。 

マルシェの動画を一緒に参加したバスネットディペスさんが、リポートしてくれました。もしよかったらこのサイト

を(https://www.youtube.com/watch?v=Iqc7IOhxHfk)見てください。 

鉄道まちづくりを通じて地域の発展に貢献し、良い体験ができました。 

ハイルル アナム（総合 2） 



大学祭 

 

★留学生会で模擬店出店         

 毎年、四日市大学と四日市看護医療大学の合同大学

祭「よんよん祭」が開かれています。今年は、10月 27

日(土)、28日(日)に開かれました。今年の大学祭は両

日天候に恵まれ、多くの方々にご来場して頂きました。          

 私たち留学生会からは、中国チームの胡麻団子、ベト

ナムチームのフォー、ネパールチームのナンロールを

販売しました。お客様には大好評で、用意した料理は 2

日間とも早々に完売となりました。 

 また、27日には野外ステージで、チャンドラ タクビー

ル ウィシャヤさん（環境情報学部 2年）がインドネシア

の伝統武術プンチャック・シラットを披露し、同国のアリオ ジェッキ ヘリ ヌグロホさん（環境情報学部 2年）が流

暢な日本語でシラットの紹介をしました。演舞はタクビールさんが所属する「プルサウダラアン スティア ハティ 

テラテ（ＰＳＨＴ）」というチームで一緒に活動する仲間と披露しました。またカラオケ大会が行われ、日本人学生と

留学生が一緒に、参加していました。 

 大学祭を通じて日本の文化を学び、日本人学生や看護医療大学の学生、地域の方々との交流を深めることが

できたように思います。今年、参加できなかったみなさんは、来年はぜひ参加してください。もちろん、今年参加し

たみなさんも、来年も参加しましょう。来年はどんな企画が催されるのか、今から楽しみです。 

ド ティ フェン（環境 2） 

 

 

★ゼミで模擬店出店 

 2018年 10月 27日、28日、四日市大学と四日市看護医療大学の合同大学祭「よんよん祭」が開催されまし

た。2日間天気が快晴で、たくさんのお客様が来ていただいて、本当に良かったです。今回の大学祭も、例年通

り、各ゼミやクラブが参加し、様々模擬店が開かれ、とても盛り上がりました。 

 私が所属している、環境専攻専門セミナーである千葉ゼミでは、大学祭で出店し焼き鳥を販売することを、決

めました。決まり次第ゼミの各メンバーは、看板やチラシの作成、仕入先の調査、消耗品の購入などの担当に分

かれて、準備をしました。 

 当日は、早めに大学に到着し、9時半頃から事前準備を始めました。私は留学生会の中国チームのゴマ団子

を買うことがあり 10時に大学に着き、ゼミのメンバーと一緒に準備をしました。おいしそうに見えるように心掛け

て焼き鳥を焼き始めました。とても焼き鳥にすごく人気があり、昼頃もう売り切れました。買っていただいたお客

様は皆が思ったより多く買って頂き、途中でもう一度買いに行き、そして午後売り切れまで頑張りました。二日目

は、予想より更に多めに焼き鳥を購入し、昼過ぎに売り切れました。 

 今回の大学祭を通して、ゼミのメンバーと一緒に協力して、2日間を楽しく過ごしました。たくさんの思い出が作

ることができ、とても楽しかったし嬉しかったです。 

チヨウ トクイ（環境 3） 

 

 

 



 

 

 



   

 

奨 学 金 

   

下記の留学生に奨学金が支給されました。 

皆さん、おめでとうございます。 

 

平成 30 年度四日市大学私費外国人留学生給付奨学金 

 

 

平成 30 年度前期成績優秀者奨学金                

 

 

平成 30年度文部科学省外国人留学生学習奨励費 

(就職支援特別枠) 

PHAM TIEN CONG （経済経営学科 3 年 ファン ティエン コン） 

劉 嬌 （経済経営学科 3年 リュウ キョウ）  

BIYAGAMA ARACHCHIGE NATH KASUN DANANJAYA 

（環境情報学科 3 年 ﾋﾞﾔｶﾞﾏ ｱﾗｯﾁｹﾞ ﾅｯﾄ ｶｽﾝ ﾀﾞﾅﾝｼﾞｬﾔ） 

 

 

K C BHUPENDRA （環境情報学科 2 年 ケ シ ブペンドラ） 

MUHAMMAD ARIEL ALFARUQ DARMANTO 

（環境情報学科 1 年 ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾘｴﾙ ｱﾙﾌｧﾙｸ ﾀﾞﾙﾏﾝﾄ） 

TAMANG SANJEEB（総合政策学科 2 年タマン サンジーブ） 

BASNET DIPESH（総合政策学科 2 年 バスネット ディペス） 

EDI SISWOYO（総合政策学科 1 年 エディ シスウォヨ） 

NGUYEN VAN MY (総合政策学科 1年 グェン ヴァン ミー） 

SHAKYA AMAN （総合政策学科 1 年 サキヤ アマン） 

王 忠清 （経済経営学科 3 年 オウ チュウセイ） 

劉 嬌 （経済経営学科 3年 リュウ キョウ） 

K C BHUPENDRA （環境情報学科 2 年 ケ シ ブペンドラ） 

MUHAMMAD ARIEL ALFARUQ DARMANTO 

（環境情報学科 1 年 ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾘｴﾙ ｱﾙﾌｧﾙｸ ﾀﾞﾙﾏﾝﾄ） 

TAMANG SANJEEB（総合政策学科 2 年 タマン サンジーブ） 

阿日棍 （総合政策学科 1年 アリグン） 

授与式 11 月 27 日（火） 

授与式 11 月 2 日（金） 

 

 


