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■Activities from January to June

■Introduction of new foreign students
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New foreign students 2018

Enjoy your campus life for 4 years and follow your dreams!

★「Students as teachers」★
On Tuesday February 20th, a project called "JOVC(Japan Overseas 
Cooperation Volunteers) Alumni and Foreign Students as Teachers" 
was held by Kagoshima International Association, and our senior 
student Ko Shu Han of environmental department from Taiwan was 
invited as a teacher, to Sogi elementary school in Isa city. He said, "I 
had a wonderful time and now I am more fond of children. Also, this 
experience made me realise the difficulty of expressing my thoughts 
and feelings to other people."

★Welcome to Japan party★
On Thursday, April 26th, we held a "Welcome New Exchange Students party" at Kousei Kaikan

cafeteria, with 28 new students, 5 undergrads, staff and class advisers for international students.
The party started with a welcoming speech by the Educational Department Chair, introducing an 
old saying "Goh ni itte wa goh ni shitagae" (Do as the Romans do), and said that the key to 
enjoying school life in a new place is to understand the manners and customs there.
After the speech, undergrads introduced themselves, then newcomers. Before the end of the party, 
the General Education Committee Chair gave a speech and encouraged newcomers.

★Welcome newcomer party★
On Saturday, April 15th, we carried out an annual "welcome new student event".
While we enjoyed strolling we picked up litter, for about 8 km from our campus to the 
park at Hinatayama hot spring area via Kagoshima shrine.
After the walk we had a barbecue party. Students said "We are exhausted but had 
great fun", “The barbecue was so good".

【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。


