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大学生活は、とても楽しいことがたくさんあるのですが、全ては自分の行動次第で

す。何をやるのかを自分で決めて、目標を叶えるために必死で行動して、実際に目

標を達成する瞬間というのはとても楽しいものになるでしょう。ぜひ最後の学生

生活としての大学生活を楽しんでください。大学にいるのは同じくらいの偏差値

で、同じような価値観を持った人が多いのですが、アルバイトにいる大学生は違い

ます。大学生活は、人にもよりますが自分次第でいくらでも楽しむことができるの

です。何を持って楽しいと思うかは人によりますが、大学生活を楽しむには充実さ

せる必要があります。大学生はサークル・部活動が、楽しい経験になるでしょう。

大学生活では、自分が興味を持ったことだけを勉強できるゼミ・研究室（ラボ）が

あります。人気のあるゼミは抽選が行われるほどで、想像以上の勉強をすることが

できます。 

環境情報学部 3 年 アディカリ サントス 

 



 

 

 

 

 

 

環境情報学部環境情報学科 3 年生、ベトナムの出身ド ティ フ

ェンと申します。趣味はカメラで、キレイな景色を撮ることで

す。長所は責任感が強いことです。好きな言葉と生き方は「頑

張らないと成功しない」。よろしくお願いいたします！ 

みなさん、こんにちは。環境情報学部環境情報学科 3 年の

アディカリサントスです。今音響ゼミに入ってしています。

出身地はネパールです。ネパールで短期大学卒業してから

２０１５の１０月に日本へきました。私の興味はサッカー

をみることです。普通の仕事よりチャレンジしてやる仕事

を好きです。よろしくお願いします 

インドネシアから来ましたハイルルアナムです。日本

に来て 5 年目です。総合政策学部に国際経営分野とお

もてなしスキル中心に勉強しています。部活動は軽音

楽部に入っています。目標は今年の日本語能力試験 N1

を合格したいです 

わたしは房文々と申します。家族は 3 人です。趣味はドラマやア

ニメを見ることです。そして、家で料理を作ることが好きです。普

段、音楽を聴きながら小説を読んでいます。長所は自分の好きな

ことでは何事にも真剣に取り組み、結果を早く出す方です。あと

は前例のないことに挑戦することです。短所はせっかちで、長時

間を待たず、すぐ行動してしまいます。性格は気が短いけど温和

な性格です。 

 

こんにちは！私はムハンマドアリエルといいます。インド

ネシアから２年半ぐらい前に日本へ来ました。今、四日市大

学の環境情報学部で勉強しています。二十歳で趣味はゲー

ムをすること！よろしく！ 

 



 

 

 

 

 

私は、総合政策学部総合政策学科 2年生のクンワルアカスと申し

ます。出身国はネパールで、来日してから 3年半となります。現

在は、三重県の四日市市に住んでいます。性格は、責任感が強い

人間です。趣味は旅行をすることです。どうぞ宜しくお願いしま

す。 

総合政策学部・総合政策学科 2 年生のチャン ティ ホイと申

します。ベトナムから来た留学生です。趣味は一人旅で、各地

域の様々な飲食物、文化、新しい経験をすることです。また、

性格は社交性があるので、知らない人に初めて会っても、よく

しゃべられるタイプです。どうぞ、よろしくお願い致します。 

はじめまして。ブダトキニサンと申します。現在四日市大学総

合政策学部の 2 年生です。体動かす事が好きなのでスポーツよ

くします。まだ大学生活の中で、不安もたくさんあるので、み

んなと元気良くコミュニケーション取りながら、勉強を頑張り

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

初めまして。総合政策学部 2 年のムウン マノットです。出身

は、カンボジアのシェムリアップ市です。私は、カンボジアで

2 年、日本で 2年日本語を勉強しました。趣味は、サッカーで

す。好きな人は一緒にやりましょう！ 

私は総合政策学部２年性のレティチャンと申します。ベ

トナムのダナンから参りました。私の趣味は旅行と音楽

を聴くことです。私にとってどんな時でも笑顔で難しい

ことも失敗して学んで努力して頑張っています。皆さん

も自分の夢のために頑張ってください。 



  
 

皆さん元気で頑張 っていますか。しっかり

と日本語の勉強も やっていますか。四日市

大学では，毎年度留 学生による日本語弁論大会

が行われます。弁論大会は、日本語の 能力を上げることを一番の目的にし、

自分が成長する為にも良い方向に向かうと、私は信じています。 

 人の前で話すのがとても好きだった私が、今まで司会としていろいろな地域活動やイベント

に行くようにしていましたが、スピーチコンテストには参加した経験がありませんでした。機会

があればぜひ、チャレンジしてみたいと考えていました。大学で弁論大会のポスターを見かけた

時、この機会に自分の日本語力を確かめたい、そして自分の考えや意見を皆さんの前で発表させ

て頂きたいと思い、1年生の時弁論大会に応募することを決定しました。もちろん少し緊張があ

りましたが、やってみないと分からないと努力しました。来日してから私自身でも実際にした体

験をもとに「漢字の面白さ」について語りました。私

がこのテ―マを選んだ理由は、意味を表す漢字が共存

している日本語は難しいですが魅力的です。もっと多

くの人に漢字の面白さを知って欲しかったからです。

留学生の皆さんにも漢字の面白さに興味を持ち、勉強

すればすぐ日本語が上達できるということを伝えた

かったからです。これが皆さんの心に残れば非常にう

れしいです。アルバイトで生活費や学費を稼ぎながら

勉強する生活はとても大変でした。しかし、勉強しに日本に来ているのだという気持ちを忘れず

に、本番の日を目指して担当の先生と一生懸命練習をしました。おかげで、昨年、四日市大学の

日本語弁論大会で学長賞を受賞することができました。それは、新聞記事にも載っています。大

学生活で最も良い思い出が出来たと、考えています。今になってもう一度振り返って見ると、参

加して本当に良かったと私は強く思います。私はこれからもしっかりと漢字を学び日本語を上

達して日本のことをもっと深く知りたいです。 

 日本語弁論大会は、私たち留学生にとって大学からもらう大きなプラットフォームだと私は

考えています。皆さんもぜひ参加してください。皆と仲良くしていいライバルとして、大学の生

活を頑張って行きましょう。これからもどうぞ宜しくお願いします。 

頑張ればいつか花が咲く！ 

                

総合政策学部 2 年 クンワル アカス 

 

 



 新入生の皆さん、入学おめでとうございま

す。大学生活はどうですか？ 

 大学に入ってから、色々な授業や課題など

がたくさんあり大変だと思います。そして、留学生としてアルバイトをする人も多くいると思 

います。でも、時間配分が上手く出来たらなんでもできるはずです。大学生は日本語学校と全然

違います。例えばレポートや課題がたくさんあり、図書館やインターネットで調べなければなら

ないので、とても大変です。でも、それはとても勉強になります。あきらめずに頑張れば、将来

きっと役に立つ時がくるはずです。 

それから、私が 1年生の時、履修登録や科目を選ぶことがとても大変でした。そのため、最初は

先生に相談しながら、自分が取りやすい科目を取った方がいいと思います。そして、一年生の後

期になったらゼミの先生を選ばなければならないので、後悔しないように、説明会の話を聞いて

しっかり自分が何を研究したいのか考えて選択してください。もし、何か分からない事があれば

先輩や支援センターの先生が助けてくれます。もちろん、私に遠慮なく質問してくれて構いませ

んよ。一緒に楽しい大学生活を送りましょう。 

総合政策学部 2 年 ムウン マノット 

 

皆さん、こんにちは！ 

大学生活を皆さんはどう過ごしていますか？バイトに明け暮れる方、趣味や興味がある

事に時間を割いている方さまざまだと思います。 

大学に入ったばかりなので困る事もたくさんあります。大学と日本語学校では授業スタイルが

異なります。大学での授業を理解するために日本語をしっかり習得する必要があります。それに、

遅刻は絶対ダメです！日本は、時間厳守です。四年間はあっという間に過ぎていきます。そのた

めに、皆さんにはこれから四日市大学で新しい自分をいっぱい発見し、成長し続けながら夢を実

現しましょう！ 

総合政策学部 2 年 レ ティ チャン 

 

 

私はベトナムから 2年前に来日しました。母国から離

れ、一人暮らしをすることは心配ですが、四日市大学

は留学生が多く、他の国の留学生と文化交流ができ、

また分からないことがあれば、留学生支援センターに相談することができるので心強いです。 

私の将来の夢は、観光業界で働くことです。大学では、実践的な経営の知識を身につけ、さら

に国際的な人材になれるよう、英語の勉強も頑張りたいです。 

 新入生のみなさん、将来の目標に向けて一緒に頑張っていきましょう！ 

 

総合政策学部 1 年 ドアン ティ ホン ニュン  



春休みの時、2年ぶりに中国に帰ることにしました。私

は、飛行機の中でもうすぐ家に帰れる、そして、両親に会

えるんだと思いながら、ワクワクしていました。数時間後

にやっと中国の故郷威海に着きました。私は到着した途端

に、素早く出口へ走りました。出口を出たら、すぐに両親の顔が見えました。私の名前を呼ぶ

声が聞こえ、久しぶりの優しい声でした。そして母の笑顔見て、「お母さん」と言い出しまし

た。車で迎えに来てもらい、車の中で色んな話しました。そして、あっという間に生まれ育っ

た村に着きました。様々な思い出がよみがえり、懐かしいにおいがしました。びっくりしたこ

ともありました。それは村の入り口に、大きくきれいな建物が建てられていました。正門の上

に龍の木像が彫刻してあり、下の方に「回龍山庄 山東村」と書いてありました。「回龍山庄」

の由来は、昔話です。それは、龍王が母親に恩返しするために、村の山に来て母親を祈るとい

う話です。入り口から入ると中の道も広いです。昔はそうではなく、全部砂で作られていまし

た。いま全部作り直し、泥の道になったわけです。とても丈夫で

す。 

帰国した日は、旧正月でした。中国の旧正月はとても賑やかなの

です。夕方からみんなで一緒に美味しい料理作り、食べた後に、ま

た餃子の餡やら生地やら作ったりします。麺棒で皮を一つずつ伸ば

していき、丸い形にします。そして、お湯を沸かし、餃子を入れて

茹でます。そして出来上がったら、皿に盛り付けて食べます。そし

て私は家族と一緒に春節の番組を見ながら、その餃子を食べ、話し

をしました。 

翌日、親戚のところへ訪ねて、お年玉をもらいに行く習慣があります。しかし、それは 20歳

までです。それでも、親戚に会えて良かったーって感じました。本当に、一時帰国して良かっ

たと思っています。いい思い出ができました。 

環境情報学部 2 年 ファン ウェンウェン 

 

皆さんはカップルや家族で、春に旅行に出かけたりした事

はありますか？春は非常に暖かく、植物などが色鮮やかに

なってくるので、心身ともに私たちを癒してくれますよ

ね！ 私は今年の春休みに帰国しました。3年ぶりでしたが、

相変わらず家族は元気だったのでほっとしました。帰国し

た時に、旅行した場所のおすすめを皆さんにご紹介しま

す！ 

ネパールは小さな国でも夢のような国です。世界遺産の

中で一番標高が高いエベレストなど、たくさんの山があり

ます。綺麗な景色を見に来る観光客が毎年 100 万以上超え



ています。私も観光客と同じように母国ネパールのルンビニ、ポカラ、マナングとムスタングへ

旅行に行きました。固まっていた雪と遊んだり、地震で倒れたお寺や町が復興され、新しい雰囲

気になったところに観光したりしました。ネパールは物価が安くて安心安全です。一度、行って

みてください。 

総合政策学部 2 年 ブダトキ ニサン 

 

 

2017 年 4 月に四日市大学の総合政策学部に入学しました。最初は

日本語学校での授業と違うので、できるだけ早く授業に慣れたいと考

えていました。それと同時に、日本語を上達させるために日本人との

活動をしなければならない。最初はどんな活動すれば良いか迷ってい

ましたが、入学式に紹介してもらった軽音楽部に決めました。元々は中学生時代からギターやり

始めましたが、ただの暇つぶしでやっていたので、今まで演奏する経験はなかったです。そして、

軽音楽部に入ってすぐに仲良く日本人の友達がたくさんできました。その時に一緒に練習して

いる先輩が誘ってくれたおかげで、バンド 3人で組み始めました。アコースティックギターをや

らせてもらって、その後 2人の先輩がボーカルとカホンです。 

そして軽音楽部の紹介として、2018 年度の入学式に演奏することを決めました。それで 3 人

で１週間 2回ぐらい学校に来て練習しました。私だけでなく、先輩たちも他の活動やアルバイト

も忙しいのに、時間をさいてくれたのです。 

私たちのバンドだけでなくもう１つバンドも演奏す

るので、皆で協力し機材を運んだり、組み立てたりし

ました。演奏終わった後、また機材を皆で片づけまし

た。皆でやるので疲れたことは一切なく、楽しかった

です。そして、今まで演奏の体験したことがない私が

やっと実現できて、とても嬉しかったです。 

軽音楽部に入って良かったことは、日本人の友達が

増えたと同時にやっと演奏も実現できたのは一石二鳥だと思います。皆さんも授業以外の活動

を積極的に参加した方が損はないはずです。 

総合政策学部 3 年 ハイルル アナム 

 

 

 

 



 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 年度四日市大学特別奨学金 

(四日市北ロータリークラブ様から授与) 

厳 璐 （ゲン ロ、経済経営学科 3 年） 

TRUONG THI HA VY（ﾁｭｵﾝ ﾃｨ ﾊ ｳﾞｨ、経済経営学科 3 年） 

PHAM THI CUC（ファン ティ クック、経済経営学科 3 年） 

ATAPATTU PAVITHRA KITHMINI GAYAN 

（ｱﾀﾊﾟｯﾄｩ ﾊﾟｳﾞｨﾄﾗ ｷｯﾄﾐﾆ ｶﾞﾔｰﾝ、環境情報学科 3 年） 

VU VAN NAM（ヴ ヴァン ナム、環境情報学科 3 年） 

※学年は授与当時のもの 

 

平成 30 年度貢献顕著な私費外国人留学生奨学金               

CHAPAGAIN BINITA （ﾁｬﾊﾟｶﾞｲ ﾋﾞﾆﾀ、経済経営学科 3 年） 

陳 剣斌 （チン ケンビン、経済経営学科 3 年） 

HOANG VAN BA （ホアン バン バー、経済経営学科 3 年） 

張 徳偉（チョウ トクイ、環境情報学科 3 年） 

TAMANG SANJEEB（ﾀﾏﾝ ｻﾝｼﾞｰﾌﾞ、総合政策学科 2 年） 

※学年は授与当時のもの 

 

平成 30年度後期成績優秀者奨学金          

 

RANA GAMBHIR RAJ（ﾗﾅ ｶﾞﾝﾋﾞﾙ ﾗｽﾞ、経済経営学科 4 年） 

TRAN THANH TIEN（ﾁｬﾝ ﾀﾝ ﾃｨｴﾝ、経済経営学科 4 年）

ATAPATTU PAVITHRA KITHMINI GAYAN 

（ｱﾀﾊﾟｯﾄｩ ﾊﾟｳﾞｨﾄﾗ ｷｯﾄﾐﾆ ｶﾞﾔｰﾝ、環境情報学科 4 年） 

SHERPA DAWA（シェルパ ダワ、環境情報学科 3 年） 

NGUYEN VAN MY（グェン ヴァン ミー、総合政策学科 2 年） 

KUNWAR AKASH（クンワル アカス、総合政策学科 2 年） 

授与式 12 月 4 日（火） 

授与式 1 月 12 日（土） 

授与式 5 月 10 日（金） 

 

 

 


