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2 年生 Kong Seak Leng さん 

Curriculum Vitae 

My name is Kong Seak Leng and I am 20 years old. 

Currently, I am a year three student at BELTEI 

International University majoring in English 

Literature.  

Talking about my studies’ situation is so busy, 

since studying in upper grade make more works to 

me. One more difficulty is online learning makes 

me so stressful. As you know, all schools have been 

forced to close by Covid-19.  

Therefore, I have to study through online. If my 

math serves me correct, I have studied by E-learning for almost two years. Every day and night 

I always sit in front of my computer, watching videos lesson of my lecturers, doing research 

to complete my assignment and joining zoom with my classmates. 

 Because of this, I feel so bored of my studies. However, I’m not the one who feel like this, 

other many people are also facing uneasiness during this hard time, so I tell myself no matter 

what I will keep doing my best to build my ability and gain more knowledge. 

 As for life condition, now I am living with family at Prey Veng province. The Covid-19 has 

affected my freedom and economy so bad. Namely, I just can stay home and help some of my 

parents ‘work.  

Besides this, since my father stopped working for other people and work at home by selling 

some tools, we don’t earn much money as before. We can buy only what we need not what we 

want because saving money is the most important thing in this forceful situation. 

 Nevertheless, we can afford our family with enough food and live happily together. In the 

future, first I just hope that Covid-19 will be disappeared one day soon, so that everything and 

everyone, include me will be better.  

For instance, when school are reopened, I will be able to study on campus and receive a better 

education. In my dream, I wish to be an English teacher, who could provide everyone all 

knowledge of English.  

Although there are a lot of problems along the way to my goal, but I will commit and promise 

to study hard for a better future for myself and in order to help my family back as well as my 

society. 

 

 



私の名前はコン・シーク・レン、20 歳です。現在、英文学を専攻する BELTEI 国際大学

の 3 年生です 

私の勉強の状況についてお話ししますと、3 年生になってから多くの勉強があるのでとて

も忙しいです。もう一つ大変なのは、オンライン学習が私をとてもストレスの多い状態する

ことです。ご存知のように、すべての学校はコロナによって閉鎖を余儀なくされています。 

したがって、私はオンラインで勉強しなければなりません。もし私の計算が正しければ、私

はほぼ 2 年間 E ラーニングで勉強してきたことになります。毎日毎夜、私はコンピュータ

の前に座り、講師のビデオレッスンを見て、課題をやり遂げるために勉強を行い、クラスメ

ートと一緒にズームに参加しています。 

このため、私は勉強がとてもつまらなく感じています。このように感じるのは私だけでは

なく、他の多くの人たちもこの困難な時期に不安に直面していると思います。そして、私は

自分の能力を構築しより多くの知識を得るために、私の最善を尽くし続けようと自分に言

い聞かせています。 

生活の状態に関しては、今は、私はプレイベン州で家族と一緒に暮らしています。コロナ

は私の自由と経済に非常に悪い影響を与えました。つまり、私は家にいて両親の仕事の一部

を手伝うだけです。 

これ以外には、父は他の人のために働くのをやめて、家である道具を売って働くようになっ

て以来、以前ほど多くのお金を稼げないことです。この厳しい状況では、お金を節約するこ

とが最も重要なことなので、私たちは欲しいものではなく、必要なものだけを購入すること

ができるにすぎません。 

それにもかかわらず、私たちは家族に十分な食べ物を買う余裕があり、一緒に幸せに暮ら

しています。将来的には、まずはいつの日か早くコロナが消えて、そしてすべての物事と私

を含めたすべての人々が良くなるように願っています。 

例えば、学校が再開されると、私はキャンパスで勉強し、より良い教育を受けることがで

きるでしょう。私の夢ですが、英語の知識をみなさんに提供できる英語の先生になりたいで

す。 

目標に向かう途中に多くの問題はありますが、自分のより良い将来のために、そして私の

家族とともに社会も同様に助けるため、一生懸命勉強に取り組むことを約束します。 
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2 年生 Soun Nimol 君 

 

  My name is Soun Nimol, I'm 20 years old. I'm 

studying second years at National Polytechnic institute 

of Cambodia. 

My specialty is Automotive Engineering. But for now, 

I'm still studying by online class. Actually, I have to study 

at home but in my house there is not enough internet for 

me to use to study.  

So I have to stay in a rent room in Phnom Penh to study 

because there is enough internet for me to study. It is 

very difficult for me, because study online isn't like study 

in school.  

I have to spend a lot of time researching lessons on my 

own, High cost of internet service.  

Sometimes I get annoyed by the internet, the weather when it rains, and I have to use my 

phone to learn, it's a little hard to watch.  

But the important thing is that there are four subjects that need to use a computer to study, 

but I do not have a computer like when I was in school.  

I have just taken the midterm examination of semester 2. I don't know when I will be able to 

go back to school, because at this time the covid-19 disease has increased so much . 

I hope things get better soon. My goal in the future I want to be a car engineer and have a 

good job, then I will help my family and the Cambodia-Japan Friendships middle and high 

school that I studied. 

  Finally I'm thankful scholarship provider kaneko foundation who choose me to get this 

scholarship for support me to study university. I wish you get good healthy for away from ills 

and success all works and things you want. Please take care yourself, your family and 

community. 

  Best regards 

  Soun Nimol 

 

 

私の名前はスーン・ニモル、20 歳です。国立カンボジア工科大学 2 年生です。 

専門は自動車工学です。しかし、現在はオンライン授業なので家で勉強しなければなりませ

んが、家ではインターネットが使えません。 

そこで、私は勉強するのにはプノンペンで十分なインターネット環境がある部屋を借



りて滞在する必要があります。オンラインでの勉強は学校での勉強とは違うので、非常に大

変です。私は勉強するために多くの時間を費やさなければなりませんが、インターネットの

料金が高いのです。時々、インターネットや雨天にイライラさせられ、勉強に携帯電話を使

用しなければならないのですがインターネットを見るのはやや大変です。 

勉強のためにコンピュータを使用する必要がある科目が 4 つありますが、問題は、家で

は学校にいるときのようにコンピュータを使えないということなのです。 

ちょうど 2 学期の中間試験が終わったところです。今はコロナが非常に蔓延しています

ので、私はいつ学校に戻ることができるのか分かりません. 

状況が改善することを願っています。将来の目標は、車のエンジニアとして良い仕事に就

くことです。そして、家族や私が学んだカンボジア日本友好学園を助けたいと思っています。 

最後に、大学で学ぶことを支援するこの奨学金を与えてくれた金子財団に感謝します。そし

て皆さんが病気にかからず健康で、全ての物事がうまくいくよう願っております。 

ご自身やご家族、まわりの皆様、お気をつけください。 
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2 年生 Ly Seang さん 

My name is Ly Seang.   

I am 21 years old and study at The Royal University of 

Phnom Penh, major is biology in my second year. 

I have five sisters and one brother . My mother is 62 years 

old and my father passed away. 

I am the youngest person in my family. 

 When I went to study in Phnom Penh, I stayed with my 

sister in the rent room. 

My sister is working and I am studying. 

 Due to the Covid-19 pandemic in Cambodia, currently, I 

have been studying online classes, and started final exam 

Semester 2. 

I stay at my hometown until my school could start soon 

again, I hope the covid-19 will disappear soon because I 

can not go anywhere. 

Although it causes me some difficulties, I will try to 

study hard and achieve my goal. 

I the future I want to become a teacher because I want to teach people, student, child and 

share my knowledge, experience and something that happen to me. 



I want them to be a good person and strong for Cambodia. 

Thank you ! 

Ly Seang 

 

 

私の名前はリー・シーンです。21 歳、王立プノンペン大学 2 年生、専攻は生物学です。 

私には 5 人の姉妹と 1 人の兄弟がいます。母は 62 歳で、父は亡くなりました。 

私は家族の中で一番若いです。 

勉強のため行ったプノンペンでは、私は姉と一緒に賃貸の部屋に住んでいます。 

姉は働いていて、私は勉強しています。 

カンボジアのコロナパンデミックのため、現在はオンラインクラスで勉強しており、2 学期

の期末試験が始まりました。 

学校が再開されるまで私は故郷にとどまりますが、どこにも行くことができないので、コロ

ナが早く消えることを願っています。 

コロナは私にいくつかの困難をもたらしていますが、一生懸命勉強し、私の目標を達成した

いと思います。 

私は将来、先生になり、人々や学生や子供に教え、私の知識や経験や私が体験したことを共

有したいと思います。 

彼らがカンボジアのために強くて良い人になってほしいのです。ありがとう。 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 


