◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2 年生 Hul Bormey さん

2022/8/21 着のメールより

My name is HUL Bormey, female, 19-year-old. These days, I am
living in Phnom Penh city. Now I have just finished midterm of
year2. I will be graduated 2nd year of on August 10, 2022. Currently,
my situation of studying is not so bad. It is better that online class.
As a results for semster1, I got top5 in a class.
In addition, now I am studying part-time for coding and also
researching about subject that related to my skills. Moreover, I will
be do volunteer work to find more experiences and develop myself. My hobbies are reading
book, listening music and challenging myself to do new things.
Nowadays, I live in Phnom Penh with my sister. I commute by motorbike around 30min
from home to school. Sometimes I have problems with traffic jams a little bit.
Finally, I determined that study hard and try my best to see my best future dream as a Web
Developer. I see the link website that you sent me in mail, it interested me want to build that
website but now I cannot. Furthermore, I would like to share my experiences and knowledges
to young generation in order to help each other.
Thanks a million President Mr. Shigeo Aoki and KF-ICC.
Warm regard
HUL Bormey
HUL Bormey(ウル・ボーメイ)と申します。19 才、プノンペンに住んでおります。2022
年の 10 月に 2 年が終了するので、丁度、2 年目の半分が過ぎたところです。現在、勉学状
況は悪いものではありません。オンラインよりは良好です。第 1 セメスターではクラスで
上位 5 番目でした。
加えて、現在は私の技能に関連した Coding(コーディング:コンピューターで一定方式の
符号を用いてプログラムを作ること)と研究をしています。さらに、多くの経験を積み自分
自身を磨くために自発的な仕事をしたいと思っております。私の趣味は読書、音楽を聴くこ
と、新しいことに挑戦することです。
現在、妹と一緒にプノンペンに住んでおり、住まいからバイクで 30 分かけて大学に通っ
ています。少し交通渋滞があります。

最後に、Web の開発者としての将来の夢を実現するために一生懸命勉強し、努力します。
メールで知らせてもらった金子財団の Web を見ました。Web には興味があり、私も Web
を作りたいのですが現在は出来ません。さらに、若い世代の人たちとお互いに助けあうため
に経験と知識を共有したいと思います。
金子財団の皆さん、ありがとうございます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2 年生 Lun Srey Nit さん

2022/8/23 着のメールより

My name is Loun Sreynit, Female, 22 years old. I graduated
from the Second year of the Royal University of Phnom Penh.
Nowadays, the school is having vacation. So, I want to teach
students to get an experience and earn some money to make a
living. However, I do not forget the research to prepare for the
third year.
I live in a rented room in Phnom Penh, around 500m from my
university. Everyday I walk to school.
I must study hard, follow the school regulation and develop myself to be successful person.
Then I am going to share my knowledge with the next generation.
Sincerely yours
Loun Sreynit

Loun Sreynit(ルン・スレイニット)と申します。女性、22 才です。王立プノンペン大学 2
学年を終了しました。
現在、大学は休業中です。そこで、経験を積み、生活のためのお金を稼ぐために生徒に教
えようと思いますが、3 年次のための勉強の準備もあります。
プノンペンに大学から徒歩 500 メートルのところに部屋を借り、大学には毎日歩いてい
ます。
成功するために、一生懸命に勉強し、大学の規則に従い、自分自身を磨かなければなりま
せん。そして、私の知識と経験を次の世代と共有したいと思います。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

2 年生 Chhann Seng Thai 君

2022/8/21 着のメールより

My name is CHHANN Sengthai and I am 19 years old. I am a
year 2 student at RUPP University. Talking about my studies
situation currently is very busy.
Since I’ve studied year 2, it made me got more challenges. I’ve
learned many new subjects and got more assignments than in
year1. For semester 1, I still studied online it makes more difficult
to catch up on the lessons.
I lost interaction with a lecturer, had less class engagement, and
feel stressed because always stayed to study at home. And the semaster2 came in, The
University allowed students to learn offline.
Currently, I’ve just finished my Midterm exam for semaster2. After the midterm is finished
I will have the final exam around 17th August 2020. . I will commit and get prepare for this
exam. I am also a volunteer in software engineering to get more experience, improve myself,
and to know about the work environment.
Although there are a lot of problems along the way to my goal, I will commit and promise
to study hard for a better future for myself and to help my family back as well.

Chhann Seng Thai (チャン・センタイ)と申します。19 才です。 RUPP 大学の 2 年生で
す。今の勉強は非常に多忙です。2 年間の勉強で私は多くのことに取り組みました。新しい
多くのテーマを学び、1 年次に較べて課題も多く課されます。
セメスター1 ではオンラインでしたが、授業についていくのが大変でした。先生との交流
がなく、クラスでの行事も少なくいつも家で勉強しているのでストレスを感じてしまいま
す。第 2 セメスターでは対面で勉強することになりました。
現在、第 2 セメスターの中間試験が終わりました。中間試験の後、2-20 年 8 月 17 日最終
試験があります。この試験の準備をしなければなりません。
また、より多くの経験を積み、自身の向上、仕事の環境を知るためにソフトウエア技術者
としてボランティアをしています。
私の目標への道には多くの課題がありますが、私自身のよりよい将来のため、また家族を
助けるため一生兼目に勉強することを誓います。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

