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1 年生

Choek Dina 君

2022/8/20 着のメールより

My name is Choek Dina and I am 23 years old. I am studying
the first year of semester2 at Cambodia Mekong University. My
major is International Business.
In 2019, I finished high school, I moved from my homeland to
Phnom Penh. And then I started working as a typist and studying
at Paññāsāstra University, major International Business. I am
not a student first-year yet, because my level of English is still
limited as the school requires two semesters first. I completed the first semester, but in the
second semester the university was closed due to Covid-19 problems, and I returned to my
homeland and studied e-learning. But in my hometown, there was an Internet problem that
caused difficulties, so I decided to skip studying and take the time to learn by myself. When
the situation in Covid-19 was calm, I returned to Phnom Penh, and I continue my work and
study by myself, but I am not studying at university yet, because I wait until the university
open.
Nowadays, I work in the mornings from 7:30 to 12:00 pm and afternoons from 1:30 pm5:00 pm, and then I go to study at Mekong University of Cambodia. Even though I am busy
with work, I will try my best to study. The reason I changed from Paññāsāstra University to
Mekong Universities, at Paññāsāstra University I must continue the second semester before
studying the first year, but at Mekong University, I can study the first year.
In the future, I want to be a businessman who can help myself, my family, and poor people.
And then I want to be an author that can share knowledge and experience.
Finally, I would like to thank the KF-ICC (Kaneko Foundation for International Cultural
Communication) for providing scholarships to other students and me for continuing to study.
I wish you good health and success in all your endeavors.

Choek Dina(チョーク・ディナ)と申します。23 才です。カンボジアのメコン大学で 1 年
生の 2 学期で学んでいます。国際ビジネスを専攻しています。

2019 年高校を卒業し故郷からプノンペンに移りました。そしてタイピストとして働き始
め、パンナサストラ大学で国際ビジネスを学び始めました。私の英語の能力が十分ではなか
ったために、大学ではまず 2 つの学期を求めたため、1 年目は正規の学生ではありませんで
した。1 学期は終了しましたが 2 学期はコロナのため大学は閉鎖になりました。そこで故郷
に戻って e ラーニングで勉強することにしました。しかし、私の故郷はインターネットの問
題があって勉強するのが難しかったので、独学で勉強することにしました。コロナが収まっ
た時にプノンペンに戻って仕事を続け、勉強は独学で行いました。大学がまだ再開されてい
ないので、まだ大学では勉強しておりません。
現在、午前 7:30～-12:00, 午後 1:30～5:00 まで働き、それからカンボジアのメコン大学
に勉強に行きます。仕事が忙しいのですが、勉強を頑張ります。パンナサストラ大学からメ
コン大学に移った理由は、パンナサストラ大学では 1 学年を始める前に 2 学期を継続し続
けなければならなかったからです。メコン大学では 1 学年を学ぶことが出来ます。
将来は、自分自身、家族、貧しい人々のためにビジネスマンになりたいと思います。それ
から知識と経験を共有できる作家になりたいと思います。
最後に、私や他の人たちが勉強を続けるための奨学金を提供する金子財団に感謝すると
ともに、皆様の健康と幸福を念じております。
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1 年生

Ly Sothy さん

2022/8/15 着のメールより

My name is Ly Sothy and I am a scholarship student of the
Kaneko

Foundation

for

International

Cultural

Communication.
Currently, I am studying in the second semester of my first
year majoring in mathematics at the Royal University of
Phnom Penh. The teachers assign a lot of homework for me to
do at home during the course. I now also have a part-time job
as a home tutor. Travel is a bit uneasy because there are traffic
jams and a lot of vehicles.
I and my family are very glad that I received the scholarship to pay for my tuition fee so that
I could pursue higher education. My future goal is to be a good teacher so that I can share
much of my knowledge with the students, as they are the younger generation. With the
support from my family and the scholarship from the Kaneko Foundation, I am committed to
studying very hard and getting good grades.

Ly Sothy(リー ソティ)と申します。金子財団の奨学生です。
現在、王立プノンペン大学で数学専攻の第 1 学年後期で学んでいます。先生方は授業で
は家での沢山の宿題を課します。私は現在、家庭教師のアルバイトをしています。移動は交
通渋滞で容易ではありません。私と家族は授業料のための奨学金に非常に喜んでおります。
おかげでより高い教育を受けることが出来ます。私の将来の目的は、より若い世代である生
徒と私の知識の多くを共有するような、良い教師になることです。私の家族と金子財団から
の支援を受けて、一生懸命に勉強し、良い成績をとるように頑張っております。
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1 年生 Nhiol Nita さん

2022/8/20 着のメールより
――――Nhiol Nita(ニオル・ニタ)さん本人から日本語で送
られてきたメールです――――

こんにちは、私の名前は Nhiol Nita です。私は奨学生です。
このサイトでは、私の更新情報を表示します。 私はカンボジア
の国際大学という大学に医学部の学生として勉強しています。
私は 2022 年 6 月 20 日から通い、朝 7 時から正午まで勉強
し、月曜から金曜まで勉強しています。 今、私は勉強で
とても忙しく、あなたを失望させないように最善を尽く
すことを決意します. 一番言いにくいのは、学校が自宅
から最大 16 km 離れているということですが、私にと
っては問題ではありません。
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1 年生 Loeng Nalin さん

2022/8/12 着のメールより

First, I would like to greet Mr president and your colleague. My
name is Loeng Nalin who is scholarship student of Kaneko
foundation.
I am currently studying in the second semester of my foundation
year at the Royal University of Phnom Penh, where I am majoring
in mathematics.
The course is offline and the teachers have assigned several
assignments, including self-researching tasks.

I am looking for a part-time job for my

personal expenses and to lessen the support from my family.
Getting the scholarship from the Kaneko Foundation for International Cultural
Communication makes my family and me very happy because it is the main contribution to
my tuition fee, which enables me to pursue my dream.
My ultimate future goal is to share what I have experienced and learned with the younger
generations. I will try my best to achieve my dream.
Sincerely yours,
Loeng Nalin

まず、理事長その他の方に御礼申し上げます。金子財団奨学生のレン・ナリンと申しま
す。プノンペン王立大学、1 年生、第 2 セメスターで数学を学んでおります。対面で授業
をしており、先生は自己研究を含めていくつかの課題を出します。
自分の経費を賄い家族の負担を減らすために、アルバイトを探しています。金子財団か
ら奨学金は、私の夢を叶えるための授業料に充当出来るので、私や家族にとって助かりま
す。
私の将来の最終目標は、私の経験や私が学んだことをより若い人たちと共有することで
す。私の夢を実現するために最善をつくします。
敬具
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1 年生

Chou Leakhena さん

2022/9/5 着のメールより

Hello, my name is Chou Leakhena. I am a scholarship student.
This site shows my updated. I am a medical student studying at
a university called the University of Health Sciences. I will go to
school on 4 July 2022.
On Mondays, Tuesdays, I attend classes from 1 to 5:15 pm, and
on Wednesdays, Thursdays, and Fridays, I study from 9:30 to 5:15
pm and take part-time classes. I am very busy with my studies.
I'm determined I will do my best to study and not let you down.
Chou Leakhena(チョウ ラカナ)と申します。奨学金学生です。
近況をお知らせします。私は健康科学大学で学んでいる医学部学生です。2022 年 7 月 4
日から授業が始まりました。
月曜日と火曜日は午後 1 時から 5 時 15 分まで授業があり、水曜日～金曜日は朝 9 時半か
ら午後 5 時 15 分まで授業があります。他にも臨時的な授業があります。勉強がとても忙し
いです。
勉強に最善を尽くし、あなた（財団）を失望させません。
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1 年生 Moeurn Sophea さん

2022/9/8 着のメールより

I am currently studying in the second semester of my
foundation year at the Royal University of Phnom Penh, where I
am majoring in Physics. The course is offline and the teachers
have assigned several assignments, including self-researching
tasks. I am looking for a part-time job for my personal expenses
and to lessen the support from my family. Getting the scholarship
from the Kaneko Foundation for International Cultural
Communication makes my family and me very happy because it
is the main contribution to my tuition fee, which enables me to
pursue my dream.
My ultimate future goal is to share what I have experienced and learned with the younger

generations. I will try my best to achieve my finally I apologize for my delay.
Sincerely yours,
Moeurn Sophea

私は現在、王立プノンペン大学の１年生の第２セメスターで学んでいます。物理学を専
攻しています。対面であり、先生は自宅研究を含めて宿題を出します。家族からの支援を
軽減し経験を積むためにアルバイトを探しています。金子財団からの奨学金は授業料の多
くに充当できるので家族と私は大変助かります。そして私の夢を実現することを可能にし
ます。
私の究極的な目標は私が経験し学んだことをより若い世代と共有することです。この目
標を達成するために最善を尽くします。
敬具
ムウンソウア
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