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

4 年生 Chhorn Chanthy 君 

My name is Chhorn Chanthy, male, 23 years old. I am 

currently a 4th year student of the Royal University of Phnom 

Penh, Department of Physics. 

During this time of study, I also sought out extra-curricular 

activities as well as part-time work to support my daily studies 

teaching online.  

From 2019 until now, I have to leave Phnom Penh to my 

hometown to study online and take some part-time drawing 

classes to earn some money and seek new experiences.  

After graduating, I did some housework, which was mixed farming with modern technology, 

after which I taught a small number of children in the village for free in order to help test 

human resources in society.  

Finally, I'm committed to working hard not to disappoint your donors and to achieve your 

goals in the future. 

Many thanks to all the donors as well as the team, wish you good health and complete all 

tasks. 

Best regard, 

Chhorn chanthy 

 

私の名前はチョン・チャンティ、男性、23 歳です。現在、プノンペン王立大学物理学部

4 年生です。 

この在学中、私は毎日のオンライン授業の勉強を支えるためのアルバイトと同様に、正課

外活動も行いました。 

2019 年から今まで、故郷にてオンラインで勉強するためにプノンペンを離れなければな

りませんでした。それにお金を稼ぐためと新しい経験を積むためにいくつかの補講の作図

クラスも受講しました。 

卒業後は、その社会の人材のテストを助けるために村の少数の子供たちを無料で教えた

後、現代技術を混合した農業の家事(家業?) を行いました。 

最後に、私はあなた方ドナーを失望させないように努力し、将来的にあなたの目標を達成

するよう努めます。 

チームだけでなくすべてのドナーのおかげです、あなたの健康とすべての物事がうまくい

くことを願っています。 

よろしくお願いします。 

Chhorn Chanthy  チョン チャンティー 
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4 年生 Lee Sreynoch さん 

Background Description 

Hello, I am LEE SREYNOCH. I'm 22 years old.  

I'm a 5th Year student studying in Civil Engineering 

major at Norton University. 

 My study is great but it has a bit different and difficult 

from what I used to if we compare between now and the 

last 3 years in university. 

 Due to the Covid19 pandemic, I have studied through 

online classes for 2 years now.  

It's a bit hard for me from the beginning of the classes 

since I never study through this way, but now I can 

adapt to it very well.  

So far, I live in a rental room in Khann Toul Sangkae which is located near my university.  

I'm working for a private company in Khann Toul Tom Poung.  

I have changed my position from a Draftsman Engineer to a Site Finishing Engineer.  

I respond to every finishing and decoration work at the construction site based on the drawing 

from the designers.  

In the future, I'd like to be a Civil Engineer who has full of knowledge that can help develop 

my society. 

 

 

こんにちは、私はリー・スレイノッチ、22 歳、ノートン大学土木工学専攻の 5 年生です。 

私の勉強は素晴らしいですが、現在とこれまでの 3 年間を比較すると、以前とは少し異な

り、難しいです。 

コロナパンデミックのために、私はこの 2 年間オンラインクラスを通して勉強してきま

した。これまでこの方法で勉強することはなかったので、初めは少し難しかったのですが、

今ではうまく適応できています。 

これまで大学の近くにあるカン・トゥール・サンカエにある賃貸の部屋に住んでいます。 

私はカーン・トゥール・トム・プウンにある民間企業で働いています。 

私は製図技師から仕上げ作業の技術者（Site Finishing Engineer）にポジションが変りまし

た。デザイナーからの図面に基づいて、工事現場での仕上げや装飾作業を行います。 

将来は、社会の発展に役立つ知識にあふれた土木技師になりたいと思っています。 
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