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■１月から６月までの活動報告

■新入生及び編入生紹介
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平成３０年度新入生及び編入生紹介（３６名）

それぞれの夢に向かって、４年間勉学・大学ライフを楽しんで頑張ってください。

★「留学生が先生」★
自然環境工学科４年生のコウ シュウハン（KO SHU HAN)君
(台湾)が２月２０日(火)伊佐市大口曽木小学校で児童２１名と先
生方を前にして講師を務めました。講義では自己紹介、台湾と日
本の位置関係等を地図で紹介するなど児童に分かりやすく紹介し
ました。その後、台湾の歴史・文化、体験談等を交えて講義をし
ました。「今回の体験で、子供が大好きになりました。その一方
で、相手に自分の考えや想いを伝える難しさも知りました。」と
の感想でした。

★留学生新入生歓迎会★
４月２７日（木）厚生会館カフェテラスにおいて、教学部長を初め、新入生（編入生含む。）
２８名、上級生５名、各学科留学生クラスアドバイザー等の先生方及び職員合わせて４８名
が参加して、「留学新入生歓迎会」を実施しました。始めに、教学部長の挨拶で「郷に入っ
ては郷に従え」を例えて新しい土地に来たら、その土地の風俗・習慣に従い学生生活を送
るようにとの言葉から始まり、上級生の自己紹介、新入生等の自己紹介、懇談、最後に国
際交流委員長斉先生から激励の言葉を頂き終了しました。

★新入生歓迎会★
４月１５日（土）、恒例の「新入生歓迎行事」を実施しました。
午前中は「霧島市内ウォーキング」で、大学から鹿児島神宮を経由して日当山温泉
公園まで約８キロメートルの行程を社会貢献活動（ゴミ拾い）しながらウォーキングを楽
しみました。午後は、大学構内で 「バーベキュー大会」で、サークル紹介などを見な
がら焼き肉を楽しみました。学生の声「疲れたけど楽しかった。」「焼き肉おいしかっ
た。」など楽しい歓迎会になりました。

【航空工学科１年】チェン シュウパン（中国）
CHEN XIUPENG
私が好きなのは、卓球とテニスです。食べ物は
ラーメンが好きです。でも一番好きなのはゲームが
好きです。みんなと仲良くして沢山遊びたいです。

【情報電子工学科１年】ラオタ ラジンダル（ネ
パール） RAWAT RAJENDRA
私は情報電子の技術者になることです。そして、
その技術をネパールでも生かした仕事をしたい
です。よろしくお願いします。

【自然環境工学科１年】オウ シコン（中国）
WANG SHIKUN
私は日本のアニメが大好きです。大学では勉強も
一生懸命頑張っています。将来は日本で農業に係
る仕事をしたいです。よろしくお願いします。

【情報電子工学科１年】オウ セイキ（中国）
WANG XINGQI
大学では、たくさんの友達を作り楽しい大学生活
にしたいです。

【情報電子工学科１年】リュウ イウシイ（中国）
LYU YUXI
私は大学で情報電子を学びに来ました。将来
の夢は、プログラミングを作る仕事をしたいと
思っています。４年間よろしくお願いします。

【自然環境工学科１年】シ ゲンヨウ（中国）
SHI YANYANG
大学では、日本語を勉強して沢山の友達を作り楽
しい大学生活にしたいです。

【情報電子工学科１年】キョウ ショ（中国）
JIANG WEI
大学では、たくさんの友達を作り、日本語を頑張り
楽しい大学生活にしたいです。

【情報電子工学科１年】リュウ ヘイセン（中国）
LIU BINGQUAN
私は日本語と情報電子の勉強を頑張り、日本の
会社で働きたいと思います。好きな物は、寿司と
アニメです。

【自然環境工学科１年】ダンディン アン（ベトナム）
DANG DINH AN
私はサッカーと料理をするのが好きです。特にラー
メンが大好きです。将来は、ベトナムで土木のエン
ジニアになりたいです。よろしくお願いします。

【情報電子工学科１年】グェン ティエンタイン（ベ
トナム）NGUYEN TIEN THANH
私は大学で勉強だけでなく、いろいろな国の人と
交流を深めたいと思います。自分の夢がかなうよう
に頑張りたいと思います。

【情報電子工学科１年】リュウ ボォウェン（中国）
LIU BOWEN
私はバスケットとスマホゲームが好きです。食べ
物は寿司と焼肉が大好きです。大学では、たく
さんの友達を作り楽しい大学生活にしたいです。

【自然環境工学科１年】リュウ シュンジュ（中国）
LONG JUNRU
私は、歴史に関するゲームが大好きです。将来は、
日本で就職したいです。大学では、たくさんの友達
を作り楽しい大学生活にしたいです。

【情報電子工学科１年】コン ブ ミン タイ（ベトナ
ム）KHONG VU MINH THAI
私はベトナムのホーチミンの出身です。大学は毎
日とても楽しく勉強しています。日本語能力試験
はN２を持っています。

【情報電子工学科１年】ワン イゥンジャオ（中
国） WANG YUNZHAO
私は日本のゲーム文化などが好きです。中でも
「ゼルダの伝説」「マリオ」と仮面ライダーが大好
きです。よろしくお願いします。

【自然環境工学科１年】ワン ズルイ（中国）
WANG ZIRUI
私は日本語をたくさん勉強して、流暢な日本語を話
すことが出来るようになり、沢山の友達を作りたいで
す。

【情報電子工学科１年】シュウ ハクブン（中国）
ZHOU BOWEN
私はゲームにとても興味があるので、情報電子に
ついて勉強しています。将来は日本の有名なゲー
ム会社(Nintendo)などで働きたいです。

【機械工学科１年】アルシャド ファラズ（パキスタ
ン） ARSHAD FARAZ
私は工業系の勉強するならこの大学だと思って
来ました。卒業したら日本の企業に就職したい
です。ちなみに５か国語を話します。

【建築デザイン学科１年】イゥ ジュオハオ（中国）
YU ZHUOHAO
私は勉強するのが大好きです。大学でたくさんの友
達を作り楽しい大学生活にしたいです。よろしくお
願いします。

【情報電子工学科１年】スウ カキョウ（中国）
ZOU JIAXING
私はアニメのワンピースが大好きです。大学卒業
後は、日本で就職したいです。よろしくお願いしま
す。

【機械工学科１年】オウ チョウケツ（中国）
WANG CHAOJIE
私は卓球とPCゲームが大好きです。斉先生の
バーベキューはとても楽しかったです。
楽しい大学生活にしたいです。

【建築デザイン学科１年】サルマガル アンキト（ネ
パール） SARU MAGAR ANKIT
私は小さい時から絵をかくのが大好きです。勉強で
も図、スケッチなど好きです。大学では、たくさんの
友達を作り楽しい大学生活にしたいです。

【情報電子工学科１年】ダイ イウン（中国）
DAI YUN
私の趣味は、「遊戯王」と「ヴァイスシュヴァルッ」で
す。卒業後は、大学院に進学したいです。頑張り
ますのでよろしくお願いします。

【機械工学科１年】グェンミン ハイ（ベトナム）
NGUYEN MINH HAI
私はサッカーが大好きです。将来は、日本の会
社で働きたいです。大学では、たくさんの友達
を作り楽しい大学生活にしたいです。

【建築デザイン学科１年】ジャ ボォズゥン（中国）
JIA BOZUN
私は「ジャ ボォズゥン」です。「ジャ」は日本語で
「カ」です。「カ」と呼んでください。特技は、篆刻で
す。篆刻とは、石の印材に文字を彫ることです。

【情報電子工学科１年】タマン ニメス（ネパール）
TAMANG NIMESH
私は将来日本のエンジニアなりたいです。好きな
食べ物は寿司で、アニメはワンピースが大好きで
す。学では、よろしくお願いします。

【機械工学科１年】ゴ ウドウ（中国）
WU YUTONG
私は２１歳で、PCゲームが大好きです。よろしく
お願いします。

【建築デザイン学科１年】ドゥ カドン（中国）
DO KEDONG
私は日本の友達をたくさん作り、中日友好関係がさ
らに良くなるように、その懸け橋になりたいです。よ
ろしくお願いします。

【情報電子工学科１年】ドゥアン シャンイゥ（中国）
DUAN XIANGYU
大学では、たくさんの友達を作り頑張ります。

【機械工学科１年】ブイフォン ナム（ベトナム）
BUI PHUONG NAM
私はベトナムから来ました。大学では、機械シス
テムについて勉強してます。将来は、日本で就
職したいです。

【建築デザイン学科１年】リュウ ハン（中国）
LIU HENG
私は寝ることと、日本のラーメンが大好きです。大学
を卒業したら中国で会社を起業することが夢です。
大学では、たくさんの友達を作りたいです。

【情報電子工学科１年】リマル バルラム（ネパー
ル） RIMAL BALRAM
私は大学卒業後は日本の会社で働きたいです。
そして、外国の大学院にも行ってみたいです。よ
ろしくお願いします。

【機械工学科１年】リ シィアン（中国）
LI ZIAN
私は、鹿児島が大好きでこの大学に来ました。
将来は、人の役に立つ仕事、人間になりたいで
す。皆さんよろしくお願いします。

【建築デザイン学科１年】ヨウ イヨ（中国）
YANG YIYAO 
大学では、日本語の勉強をたくさんして友達を作り
楽しい大学生活にしたいです。それから、建築の勉
強も精一杯頑張ります。

【建築工学科３年】カク ケンウ（台湾）KUO 
CHIENYU 大学では、沢山勉強したり、いろいろ
な交流会に参加して、多くの友達を作り楽しい大学
生活にしたいです。

【情報電子工学科２年】リ レイ（中国）LI LI
私は、社会人から大学生になり、大学ではたくさん
の友達を作り楽しみたいです。霧島はきれいな街・
親切・優しいです。これからよろしくお願いします。

【情報電子工学科２年】シュ ホウテイ（中国）ZHU 
DENGCHENG 私は、音楽とバスケットが大好きな
中国出身の23歳です。大学では、沢山勉強し、友
達を作り楽しい大学生活にしたいです。


