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                 はじめに 

 

 

現在，広島県の外国人登録者数は約 39,000人。その内，大学院，大学，短期大学で学ぶ外国人

留学生は約 2,000名であり，その約 85％を私費留学生が占めています。 

当センターでは，私費留学生の勉学生活の安定を図ることを通じ，国際交流の推進に貢献す

るため，学業が優秀で経済的な支援を必要とする私費留学生を対象に，①企業・団体からの寄附

金を財源とする「企業等協力留学生奨学金支給事業」（平成 2 年度(1990 年度)開始），②県民

からの寄付金を原資とする「県民支援留学生奨学金支給事業」（平成6年度(1994年度)開始），

③当センターの基本財産の運用益を財源とする「センター留学生奨学金支給事業」（昭和 63

年度(1988 年度)開始）を実施しています。また本年度から，渡日・来広間もない学生の生活

支援を通じ広島への留学拡大を目指し，「渡日等留学生奨学金支給事業」を開始しました。 

 

 本小冊子は，平成 26年度に企業・団体の他，広く県民の皆様方のご理解・ご協力を得て，

奨学金を支給された留学生（＝奨学生）達から寄せられた感想文をまとめたものです。遠く

故郷を離れ，広島で勉学等に励む奨学生達の感謝の気持ちと心が詰まっています。異国で頑張る

彼らの声をお届けするとともに，奨学金支給事業にご支援いただきました皆様方に厚くお礼申

し上げます。 

 

ところで当センターでは，この奨学金事業，また当センターに置かれた広島県留学生活躍

支援センターの各種の留学生支援活動等を通じて，広島県への留学生の受入と定着の拡大を進

めているところであり，昨今の社会のグローバル化進展等を踏まえますと，今後一層，留学生

への支援を推進する必要があると考えているところです。つきましては，県民の皆様方には，

本奨学金事業に，今後とも何分の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

平成 27年 3月 

公益財団法人ひろしま国際センター 

専務理事兼事務局長 安田 祥行 
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「企業等協力奨学金・株式会社あじかん」 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・情報文化学部 

 私は今広島国際学院大学の現代社会科で勉強しています。奨学金をいただきまして誠にありがとうござ

いました。 

 ひろしま国際センターは幅広い国際交流活動や奨学金の形を通して，留学生の日本の生活をしっかりサ

ポートする機構と思います。広島は，外国人学生に対して暮らしやすく心地よい環境の都市だと思います。 

 今年 3月からワンペア日本語学習に参加し，半年間でたくさん日本の友人ができてすごく嬉しかったで

す。先日宮島ガイドボランティアへ参加して日本の歴史文化について興味を持つようになりました。 

 今後私は日本語と英語をよく学び，卒業後に大学で学んだ知識を生かして日本の貿易会社で就職したい

と思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社アスティ」 

出身国・地域：中国・山西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

 私は貴センターのご協力により，平成 26 年度留学生奨学金を授与されました。日頃何かとお心をお掛

けいただき，ありがたく厚くお礼申し上げます。 

 おかげさまで，引き続き学業に一層邁進しております。この夏には，英語能力の向上を目指して英国で

の英語研修にも参加してまいりました。語学力の向上だけに止まらず，視野を広げて，優しく広い心でア

イデンティティーを包容することの大切さを実感してまいりました。学業以外では，広島市内で行われた

原爆記念ボランティア活動にも参加して，有意義な夏休みを過ごすことができました。卒業を一年後に控

えて，これからは日本での就職活動にも取り組んでいきたいと思っております。 

 ８月の広島市での土砂災害に際しては，多くの方々が被災されましたが，何分にもイギリス滞在いたし

ておりましたため，ただただ心配するばかりで，何のお手伝いもできず，皆様のご無事をひたすら念じて

おりました。 

 末筆ながら，貴センターの益々のご発展を心より祈っております。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社石﨑本店」 

出身国・地域：モンゴル・ウランバートル 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学・人間環境学部 

 この度はひろしま国際センターをはじめ，株式会社石崎本店の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。

おかげ様で，学業や学業以外の活動などに積極的に参加し，とても充実した日々を過ごすことができまし

た。今年は様々な国際交流行事に積極的に参加しました。例えば，広島留学生会館祭り，国際交流・協力

の日などでモンゴルの料理の屋台や国紹介，子ども達にモンゴルの遊びを教え，楽しく遊ぶなどしました。

広島ではモンゴルの認識度が低いので，できればモンゴルについていっぱい教えたいと思いました。広島

にいる間は，モンゴルの紹介を自分のできる限りやりたいと改めて強く思いました。 

 来年卒業するので，日本でできれば広島に就職したいと考えています。様々な合同企業説明会に積極的

に参加しています。これからも自分が行きたいと考えている所に就職できるようにがんばりたいと思いま

す。これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社いとや/株式会社福屋」 

出身国・地域：中国・遼寧省 
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大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・社会科学研究科 

 この度，ひろしま国際センター留学生奨学金の奨学生として採用していただき，誠にありがとうござい

ます。生活費の面で支援していただいているため，学業や課外活動に多くの時間をかけることができ，学

生時代の最後の一年で，充実した学生生活を送ることができました。 

 私は，日本に来てからの 7 年間，ずっと広島で進学して生活してきました。平和都市と呼ばれる広島で

は，様々なことを経験し，色々な方な助けのおかげで，何も知らない私から今まで成長してきました。こ

れから，自分の力が少しでも役に立てばと思い，ご恩返しの気持ちでがんばります。 

 去年から，レポーターをする機会があり，広島盲導犬活動やフラワーフェスティバルや東広島西条酒ま

つりなどの周りの活動を紹介するようになりました。記事を書くため，たくさんの資料を探す必要があり，

今まで気にならなかったことや知らなかったことを詳しく知るようになりました。また，日本に来たこと

ない人達に，分かりやすく説明しながら，おもしろく感じさせるために努力しています。人の役に立てる

かもしれませんし，自分の考えをも深めることができ，レポーターの課外活動を通じて，非常に充実した

生活を送っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社ウッドワン」 

出身国・地域：中国・福建省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

 この度は，平成 26 年度の奨学生として，株式会社ウッドワンから奨学金をいただき，心よりお礼申し

上げます。また，ひろしま国際センターが主催したイベントに参加させていただき，企業と団体との交流

ができて，大変嬉しく思います。 

 いただいた奨学金は，生活費，研究資料及び交流活動の費用等として使わせていただきます。この一年

間の応援のおかげで，生活に悩みがなく，勉強に専念することができます。また，色々なイベントに参加

できて，充実した生活を送っております。 

 学生生活においては，毎日研究に専念しております。おかげさまで，貴重な資料を手に入れることがで

きて，研究が順調に進んでいます。勉強以外に，他の交流活動にも参加しております。HIPワールドクッ

キングクラスで中国料理を教えたり，西条祇園まつりの女みこしの担ぎ手に参加したりして，たくさんの

人と出会い，異文化コミュニケーションができて，いい体験になると思います。また，昨年の４月から書

道の稽古を始めました。これからもがんばりたいと思います。 

 最後に，再び支援企業のウッドワンとひろしま国際センターには深くお礼を申し上げます。本当にあり

がとうございます。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社ＮＴＴドコモ中国支社」 

出身国・地域：中国・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

 この度，ひろしま国際センター通じて，ＮＴＴドコモ中国支社から奨学金をいただきまして，本当にあ

りがとうございました。ＮＴＴドコモ中国支社のおかげで，アルバイトの時間も減らせて，さらに研究や

勉強に集中することができました。また，ひろしま国際センターの様々なイベント，企業や団体との交流

会に参加し，企業の方だけではなくて，色々な方と話し合って勉強になり，非常に楽しかったです。 

私は 2008 年からずっと東広島市に住んでいます。この日本にいる 6 年間，多くの日本人にお世話になり

ました。学校の親切な先生，アルバイト先の真面目な担当，借りたアパートの優しい大家さん，いつも助

けてくる先輩達，そして，奨学金を支援してくれるひろしま国際センターとＮＴＴドコモ中国支社の方々，

心から感謝しています。 

 将来，博士号を取って，日本に就職する予定にしています。これからも，日本にいる中国人の一員とし

て，両国の平和友好に貢献することを目指します。 
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「企業等協力奨学金・賀茂鶴酒造株式会社」 

出身国・地域：中国・黒龍江省 

大 学 ・ 所 属：広島女学院大学大学院・言語文化研究科 

 ひろしま国際センター奨学生に採用されてから 1 年経とうとしています。 

 ひろしま国際センター奨学金は，私の留学生活を経済的に助けることはもちろん，研究に集中でき，日

本近代文学に関する知識を深めることができました。ひろしま国際センターは世界の親睦，理解，平和の

ために非常に素晴らしい奉仕活動していることが分かりました。ひろしま国際センターを通じて，日本人

の友達もできて，留学生や日本人の友人達との交流，また文化遺産など多くの場所を訪ねることにより，

人間性そして自然の織りなす多様性の素晴らしさをより豊かに感じられるようになりました。研究してい

る日本近代文学を向上させるための新たな知識を学んだことは，以前よりも確信できて，今後，日本近代

文学の研究を進める上で，新たな方向性について視点を広げるのに役に立つと思っております。 

 ひろしま国際センター奨学生としての一年間の生活が終了しても，私はひろしま国際センターの奉仕の

精神というものは忘れることができません。日本近代文学研究に取り組みながら，社会貢献し活躍をして

いきたいと思っております。 

 

 

「企業等協力奨学金・カルビー株式会社 広島工場」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島文化学園大学大学院・社会情報研究科 

 ひろしま国際センターと奨学金支援企業カルビー株式会社の皆様，誠にありがとうございます。これか

らも勉学に励み修士論文提出に向けてがんばります。 

 夏休みの時，支援企業カルビー株式会社の方と連絡をとり，工場見学に行かせていただきました。カル

ビー創業者の松尾孝さまは，えびの天ぷらが好物で，子供の時，お母さんがえびの天ぷらをよく作ってく

れたそうです。えびの天ぷらを食べると，お母さんのことを思い出されると聞きました。今回，社長が愛

されたかっぱえびせんの作り方を見学し，全国の人達に愛される理由がわかりました。見学をして一番感

心したことは，工場の衛生管理が厳しいことです。異物が混入しないように，作業をする人達の髪を束ね

るゴムは全て着色したものを使っています。絆創膏もわかりやすい色のものを使っています。今回見学さ

せていただき，材料の品質管理，製造過程や製品管理に力を入れておられることが，かっぱえびせんが愛

されている理由であると思いました。大変勉強になりました。 

 私は，将来，大学院を卒業したら，日本で就職したいと考えています。大学院で勉強したことを社会に

活かします。日本と中国の親善に，交流に貢献したいと思います。 

 

 



4 

 

「企業等協力奨学金・国際ソロプチミストウエストひろしま/一般社団法人広島県医師会」 

出身国・地域：ベトナム・ラムドン 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学・経済科学部 

 先日，支援企業．団体と交流いただき，どうもありがとうございます。同時に，二つの団体から支援い

ただいて，とても運がいいと思っています。11月 21日国際ソロプチミストウエストひろしまと交流いた

しました。その日，ご飯を食べながら，私の話を聞いてくださって，日本の文化をお教えいただきました。

特に，茶道です。色々な流派のお勉強になりました。とても嬉しかったです。そして，奨学金の第２回交

流会で広島県医師会との交流になりました。人文価値も少しわかりました。目的，困ることがお話いただ

き，私にとって，すごい意味があります。 

 奨学金をご支援いただき，一年中とても助かります。勉強に集中できるし，大学生生活には色々な活動

に参加することもできます。これから，団体と交流し，たくさん活動も参加しようと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

「企業等協力奨学金・国際ソロプチミスト広島」 

出身国・地域：韓国・大邱市 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学大学院・法学研究科 

 まず，奨学金や様々なご支援をくださって誠にありがとうございます。 

 ひろしま国際センターと支援団体の国際ソロプチミスト広島の皆様のおかげさまで，この 1 年間広島で

より充実した生活を送ることができ，さらに学業と就職活動，交流などに取り組むことができました。7

月と 11 月に行われた交流会にも参加させていただき，支援団体の方々と大切な縁を作ることができてと

ても嬉しいです。そして，ご支援をいただいている国際ソロプチミスト広島の皆様には例会やバザーなど

の行事にご招待いただき，そのたび優しくしてくださり，皆様との交流は非常に楽しかったです。ひろし

ま国際センターや国際ソロプチミスト広島の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 今年は広島県留学生活躍支援センターの就職活動セミナーに関心深く参加させていただいています。来

年はたくさんの国際交流イベントに是非参加したいと思っておりますのでこれからもよろしくお願いい

たします。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社第一学習社」 

出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：尾道市立大学・経済情報学部 

 今回支援してくれた株式会社第一学習社のおかげで，学業に専念できるのみならず，アルバイトの時間

も自分の力を伸ばす時間に変えることができ，とても助かっています。ひろしま国際センターが主催する

留学生の間の交流と留学生と企業の交流のための 2 回の交流会のおかげで，色々な人と知り合い，企業の

方の話も聞くことができました。私の勉学に対する意識を変えることにつながりました。将来，企業で就

職することよりも，自分の力で起業できるのではないかと考えました。 

 この 1年で，ひろしま国際センター留学生奨学金を受けることのおかげで，大学が主催した瀬戸田の見

学や BBQ大会に参加でき，そして今，ひろしま国際センターが主催した留学生のための就職指導活動に参

加しています。 

 私は大学院に進学することを目指していますので，専門科目の勉強と TOEFL の勉強を毎日続けています。

充実した日々を過ごしています。本当にありがとうございます。 
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「企業等協力奨学金・株式会社大創産業」 
出身国・地域：ベトナム・ホーチミン 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学・人文学部 

 先日 11月 26日に支援企業との交流会に参加させていただき，ありがとうございました。支援企業の方々

や広島県の大学の先生方などとたくさんのお話ができてとても嬉しかったです。 

 今年の奨学金受給生になって以来，学習の面だけでなく，私の生活の面にもご支援していただいている

ため，充実した留学生生活を送ることができました。私達私費留学生にとっては，むろん家族からの支援

も欠かせませんが，日本の大学の学費や日本での生活費は小さい金額ではないので，色々心配はやむを得

なかったです。けれども奨学金として日本の企業からご支援をいただいて，生活はとても助かります。 

 現在大学の 1年生なので，大学の環境や勉強の仕方に不慣れなため，勉強には集中しなければならない

と思い，アルバイトの時間を減らし，毎日学習に専念しております。また，勉強だけでなく，国際交流と

いう大学のサークルに参加し，日本人の学生と一緒に国際交流イベントなどを行ってまいりました。 さ

らに，広島市で行われている国際交流イベント，フェスティバルなども積極的に参加しております。 

 これからも努力して，ご支援してくださった奨学金を活かして勉強に集中しつつ，サークル，交流活動

も積極的に参加し，充実した留学生生活に取り組んで行こうと思っております。 

 

 

出身国・地域：中国・貴州省 

大 学 ・ 所 属：福山大学大学院・経済学研究科 

 この度は奨学生として選んでいただき誠にありがとうございます。学費や生活費，母の経済的な負担を

軽減することでき，母も私も大変感謝しております。 

 希望する企業の内定獲得に向け，日本での就職を目指している外国人留学生の皆さんを対象に，福山会

場の就職活動セミナーに参加しました。就職活動の事前準備に関する知識を勉強しました，エントリーの

仕方から企業分析と自己分析のやり方，履歴書の書き方，面接の事前準備等についてわかるようになりま

した，就職に自信を持つようになりました。ひろしま国際センター及び広島県留学生活躍支援センターに

心から大変感謝しております。 

 大学院で日本の税法を深く研究し，将来，「日本と中国の掛け橋」となり，国際的にグローバルキャリ

アを構築し，日中関係の改善・発展の一助を担える人物になることを目標しています，今年の 6 月に，日

本の化粧品企業の内定をいただきました。来年の 4月から入社します。将来，是非，日本と中国の掛け橋

になり，中国と日本の相互理解を深め，友好関係を促進し，日中が発展するために協力します。 

 

 

出身国・地域：中国・浙江省 

大 学 ・ 所 属：広島市立大学大学院・芸術学研究科 

 株式会社大創産業から奨学金をいただいて，誠にありがとうございます。また，ひろしま国際センター

は幅広い国際交流活動を行って，外国人留学生である私達のサポートをしていただいて，心から感謝を申

し上げます， 

 ご支援をいただくことで，より勉学に集中できるようになりました，大学院 2年では，主に論文と制作

に集中していました。今年の 6月の広島市立大学視覚造形専攻合同発表では，旧日本銀行で研究成果を展

示しました。また，工房での実技体験を通して，版画の魅力を感じました。機械印刷と違って自分の手で

一重一重のインクを重ねる体験は素晴らしいと思います。 

 学内以外では，基町地域プロジェクトに参加して，地域の人々と交流しました，文化の異なる人と生活

を共にしたことで，お互いに理解が深くなって本当に嬉しいです。これからも様々な人と出会って，いい

将来を作りたいです。 

 

 

出身国・地域：中国・内モンゴル自治区 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

 この度，貴センターから奨学金をいただき，誠にありがとうございました。県内における国際交流が盛
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んであることや，貴センターの留学生支援事業，職員の熱心さに感動しております。11月 26 日，支援企

業へ会社訪問に行き，社員の活力，丁寧な会社案内および社会貢献ができていることに感動しました。 

 3 月から現在まで 17 回の異文化講演と演奏を行い，その中の 7 回は広島県内で行いました。その他も

東広島市における日本語高等研修（ひろしま国際プラザ），日本語スピーチコンテストなどに参加しまし

た。12 月 7 日，「ひろしまを世界の誰もが住みやすい『まち』にするためにはどうすれば良いか」に参

加させていただき，一緒に広島のため，アイディアを考えることができたと思います。 

 学業の面では，一つの論文を投稿し審査中です。近代日本における移民史の分野での二番目の論文の史

料収集のため，満州移民当事者の取材を起こっています。90 代の方が多くて，戦争時代における人間の

悲惨さを感じ，平和はいつでも，どこでも一番大事だと思います。 

 これからも学業に専念しながら，国際交流活動に積極に参加し，日中両国の国民，特に若者達に対して

働きかけるように努めたいと思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・一般財団法人多山報恩会」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島文化学園大学・社会情報学部 

 一般財団法人多山報恩会から奨学金を受けさせていただいて，本当にありがとうございます。支援のお

かげで，もっと多くの勉強時間が確保できて，また色々な活動に参加できました。 

 8月末，国立江田島青少年交流の家で 2泊 3日の「留学生・奨学生地域交流」に参加し，本当によい経

験をしました。3 日間は短かったですが，各種イベントを通じて，絆が深まり，友情が生まれました。特

に大勢の日本人の友達ができました。そして，来年度のこの活動のスタッフを志願しました，皆さんに役

に立つようにがんばりたいと思います。9 月には，奨学金をいただいている一般財団法人多山報恩会を訪

問しました。理事長様から財団の歩みを教えていただきました。昭和 18 年から今に至るまで，主要事業

だけでも 140 件に上ると聞き，心から尊敬するようになりました。私も将来には財団のように，助けを必

要とする人々を助けたいです。8月から 11 月までは，広島県国際課による，「ビジネスジャパンテスト」

の授業に参加しました。本当に様々な知識を身に着けることができました，心から感謝します。11 月，

広島県留学生活躍支援センターが主催する「就職活動実践セミナー」にも参加しました。授業での自己分

析を通して，新たな自分にも出会いました。 

 今後もまだこのようなプランに積極的参加したいと思いますので，これからもお願いいたします。 

 

 

出身国・地域：中国・福建省 

大 学 ・ 所 属：比治山大学・現代文化学部 

 今年，ひろしま国際センターの奨学生に選んでいただき，誠にありがとうございます。奨学生となれた

おかげさまで，アルバイトの時間を減らして，その分，気持ちも集中して，体力も労働に費やすことが少

なくなって，勉強に必要な教科書や参考書が買えて，日々の予習と復習ができました。 

 また，今年の 9 月の保育実習に集中ができ，最後まで無事に終了しました。自分のスキルをアップし，

保育経験を積むために，今市内の保育園でボランティアをしています。実習やボランティアや施設の見学

を通して，保育士を目指している私には，保育士としての足りないところ，例えば，子どもとの関わり方，

声のかけ方，子どもの意欲を引き出すため，保育士の環境づくりへの配慮などを見習いました。 

 これらを課題として，学校でしっかり勉強して，見習ったことを自分のものにして，来年の 8月の保育

の指導実習でがんばりたいと思います。 



7 

 

  

出身国・地域：中国・江西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

 この度，一般財団法人多山報恩会の協力により，ひろしま国際センター留学生奨学金の奨学生として採

用いただき，心より感謝申し上げます。奨学金のおかげで，この一年間日々充実した留学生活を送ること

ができています。 

 現在広島大学大学院文学研究科に在籍しています。災害文化と日本の防災教育についてのことに興味を

もって研究しています。先進国・途上国間の自然災害問題を防ぐために貢献していきたいです。この一年

間では，研究資料をまとめるとともにボランティア活動に参加し（東広島市教育文化振興事業団が主催し

た外国人ための「七夕茶会」「交通ルール」の通訳として），自分の微力で地域に貢献したいです。そし

て，学校の留学生ための交流イベントを通して多くの留学生に巡り会い，国際交流の意義を改めて実感し

ています。 

 将来，中国に帰国し日本で学んだ様々な知識と経験を中国に伝えたいと考えております。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社中国新聞社」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

 2013 年 10 月に広島大学の文学研究科に入学して，日本での留学生活が始まりました。幸運なことに，

半年後ひろしま国際センターを通して株式会社中国新聞社から奨学金をいただくことになりました。中国

新聞社の担当者様と交流会に参加し，手紙を交わし，進路や勉学など色々な意見をいただきました。また，

これらの活動を主催するひろしま国際センターの皆様から定時的に挨拶やイベントの開催するメールを

いただき，家を離れている我々にとってこれら全てはすでに奨学金を超えた以上の関心や支持です。本当

にありがとうございます。 

 広島に来て 1年間あまりになり，生活面にも勉学面にも最初のように慌てることがなく，だんだん慣れ

てきました。この 1年間，「満洲文学」中心の研究で日本はもちろん，中国吉林省，遼寧省の図書館にも

度々考証に行き，昔は受け身だった自分が自主的に調査を進め，研究の楽しみを味わったのです。また，

学業以外の時間では，広島原爆平和イベントのボランティア活動にもひろしま国際センターが主催される

イベントにも参加しました。これからは，就職活動にも多く参加したいと思っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・中国電力株式会社」 

出身国・地域：中国・天津市 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

 この度は，ひろしま国際センター奨学金の奨学生に採用していただき，誠にありがとうございます。私

は留学生として授業料の面だけではなく，生活費の面でも支援していただいているため，学業やサークル

などに多くの時間をかけることができ，充実した学生生活を送っています。この一年間，私は毎週広島県

立歴史博物館を訪ね，研究に必要な資料を収集しています。また私は 2012年池坊に入門し，今年 10月に

師範科の免許をいただきました。また多くの留学生の方に，日本の伝統文化華道を体験していただきたい

という思いがあるため，池坊東広島支部支部長の先生，広島大学国際センターの先生，大学の方々からご

支援いただき，今年 10 月に広島大学池坊華道部を新たに立ち上げました。そのほか，今年 10月地元のち

ゅーピーカルチャーフェスタ 2014 に参加し，留学生として中国の伝統舞踊――水袖舞を披露しました。

地元の方々から好評をいただき，来年も参加する予定です。 

 最後に，もう一度奨学生として，心からお礼を申し上げたいと思います。皆様へのご恩と感謝を忘れず，

有意義な学生生活を過ごせるように全力を尽くし，より一層精進してまいります。 
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「企業等協力奨学金・株式会社中国放送/広島テレビ放送株式会社」 
出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・総合科学研究科 

 この度，株式会社中国放送と広島テレビ放送株式会社から奨学金をいただき，本当にありがとうござい

ました。ひろしま国際センターと支援団体のおかげで，この一年間で，私はアルバイトの時間を減らして，

研究に専念することができ，本当に心から感謝しております。二回の交流会で支援企業の方々が，色々日

本の生活の関心事や職場の経験，就職などについてたくさんのご意見をしてくれて本当にいい経験になり

ました。これからも，国際的な環境で，色々な人と積極的に交流してがんばっていきたいと思います。  

 学生生活では，私は毎日研究に専念しています。現在のところでは，たくさんの資料を読んで，自分の

研究に参考できるものを整理しています。つらいですけど，指導教官と異なる意見を交換することができ

て，とても楽しかったです。これからは論文を書くため，中国で調査を行っていきたいと考えています。

来年の 10 月に国際会議できちんと発表できるようにがんばっています。 

 将来は，日本の企業で就職したいため，今のうちに，できるだけ色々な経験と知識を身につけたいと思

っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社中電工」 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

 株式会社中電工様の協力による奨学金をもらいまして，本当にありがとうございます。これからも学習

をがんばります。 

 将来の夢は，広島県と実家山東省の友好交流の橋になりたいです。今年の 6 月，広島県の食品関係の会

社に内定をもらいました。来年から日本で仕事が始まります。日本に来る前は広島県についてはあまり知

りませんでした。こちらの日本人の友達と話したら，山東省のことは皆さんもあまりご存知ないそうです。

この 1 年半の間，私は国際交流ボランティアとして何箇所かの小学校に行って，子供達に中国の文化や歴

史，食べ物などを紹介しました。子ども達が大変興味を持ってくれて嬉しかったです。 

 将来は，広島県と山東省の住民達がお互いに理解・交流し，経済の面で貿易が盛んになることを目指し

てがんばりたいと思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・中電プラント株式会社」 

出身国・地域：中国・河北省 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・工学部 

 まず，ひろしま国際センターと支援してくれている中電プラント株式会社様に深くお礼を申し上げたい

と思っております。この一年，支援によって，アルバイトの時間が減って，勉強に力をいれることができ

ました。電気工事士試験の一種と二種の受験に向けて，受験勉強も専念できました。 

 また，来年の本格的な就職活動のために，企業の説明会や見学などにも参加できました。9 月に広島県

留学生活躍支援センターが主催した｢留学生による母国料理クッキングと写真による市民交流会｣に参加

することによって，日本のたくさんの方々が中国料理を好きで興味を持っていることが分かりました。民

間交流の大事さを改めて感じました。 

 近い将来，卒業してから日本の企業に就職して，もっと多くの日本人と触れ合いたいです。そして，い

つか帰国したら，ぜひ日本での体験を中国の人々に紹介したいです。いつも自分自身は日中友好の橋渡し

役になれたらいいなと思っています。その目標を持って，これから，勉強と就職において一層がんばりた

いと思います。 
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「企業等協力奨学金・株式会社テレビ新広島/株式会社広島ホームテレビ」 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・生物圏科学研究科 

 この度，私を奨学生として採用していただいたことに深くお礼を申し上げます。ひろしま国際センター

および株式会社テレビ新広島様と株式会社広島ホームテレビ様から奨学金をご支援いただいて心から感

謝しております。おかげ様で今年の大学生活は順調です。 

 この 1年間色々な活動に参加しました。私の研究テーマは野菜産地なので，広島市や東広島市の農家に

よく調査に行き，住民と交流しながら，安心・安全な食物を提供していることがよく分かり，とても感心

しました。 

 広島へ留学して今までたくさんの方々に出会いました。皆さんとても親切で，いつも優しく支援をして

くださり心から誠にありがとうございます。将来，日本と中国の友好交流のかけ橋になりたいと思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社東洋シート」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

 この度はひろしま国際センターの奨学生として採用していただき，誠にありがとうございました。その

喜びを感じるとともに大変光栄に思っております。 

 昨年の 4月から博士課程後期生になりました。奨学金をもらってから，もっと勉強するようになりまし

た。この一年間は研究の成果が一番大事なことです。今年の 11 月に国際会議の発表をしましたが，来年

の 3月に香港の国際学会の発表も予定しました。 

 また，今年の 9月に東洋シートの工場の見学に行って，支援企業の業務内容も理解し，広島県留学生活

躍支援センターの主催した「広島県留学生の料理教室」のイベントも参加しました。さらに，広島市安佐

南の災害ボランティア活動を参加して，内閣府 小泉 進次郎様と県知事湯崎 英彦様からの感謝も受け取

りました。そして，国際交流・協力の日 2014 のイベントも参加して，ひろしま国際センターの「地球ひ

ろば」の展示と他の国際団体の展示も見ました。様々な交流イベントに参加して，非常に楽しかったです。 

 将来，日本の企業で研究者として働くつもりです。もちろん研究などの目的で，また外国で留学をした

いとも強く思っています。日本だけではなく，アメリカやヨーロッパなどにも興味があります。現時点で

遠い夢のような話ですが，この将来の計画を実現するためにがんばりたいと思っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・南条装備工業株式会社」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

 私は 2012 年に広島大学の博士後期課程に入学してから，毎日実験，データ処理，論文作成などで忙し

く，アルバイトをする余裕がありませんでした。でも，奨学金のおかげで，生活維持の困難さを少し解消

でき，勉強や研究に集中することができて，今年の 11 月に分離技術国際会議(ICSST)のポスター賞をもら

いました。本当に感謝しています。奨学生としての誇り，感激を忘れずに，日本，中国両国の橋として活

躍していきたいと思います。 

 現在，広島大学にポリマーの物理発泡のメカニズム及びシミュレーションに関する研究を行っています。

論文＜Solubility and diffusion coefficient of supercritical-CO2inpolycarbonate and CO2induced 

crystallization of polycarbonate＞は雑誌＜The Journal of Supercritical Fluids＞に発表しました。 

また，＜第 8 回中四国若手 CE 合宿＞, ＜分離技術国際会議＞,＜成型加工シンポジア＞学会に参加して，

ポスター及び口頭発表をしました。日本語，英語の能力が向上しました。分離技術国際会議(ICSST)のポ

スター賞をもらいました。 

 卒業後，日本で就職するために，就職活動実践セミナーに参加しました。色々な就職情報をもらいまし

た。今後の就職活動に役に立つと思います。卒業後はこれまで学んだことを活かして，広く世の中の役に
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立つ製品を作りたいと考えています。 

 

 

「企業等協力奨学金・西川ゴム工業株式会社」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・情報デザイン学部 

 まず，奨学金をくださった西川ゴム工業株式会社と広島県留学生支援センター及びひろしま国際センタ

ーに心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。 

 奨学金をいただいたこの 1 年，私は，アルバイトを減らし，勉強に専念することができました。この 1

年学校の勉強はもちろん，韓国語能力試験とビジネス日本語試験も受けました。韓国語能力試験では，高

級を取得し，ビジネス日本語試験の結果はまだ出ていませんが，十分な時間をかけて勉強していたので，

試験結果には自信があります。そして，来年 1月 9日の TOEIC試験にも積極的に申込み，今はがんばって

英語の勉強をしているところです。また，勉強以外にも，広島県留学生活躍支援センターや広島市留学生

会館で行われた様々なイベントなどにも積極に参加し，国際交流にも貢献ができ，自分自身も大変勉強に

なったと思っております。すべてはこの奨学金のおかげだと思っております。本当にありがとうございま

す。 

 将来は，自分の言語力とコミュニケーション力を活かして，国際交流や，国際ビジネスなどに役立てれ

ばと思っております。 

 

 

「企業等協力奨学金・広島ガス株式会社」 

出身国・地域：中国・福建省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・国際協力研究科 

 この度，広島ガスの奨学生として採用していただき，心より感謝を申し上げます。奨学金をいただいて

からこの一年間の間に，おかげ様で，自分の研究時間がだいぶ増えきたとともに，週末を利用して広島県

内外で行われる多種多様なボランティア活動にも参加できるようになりました。 

 特に，11 月の全国町並みゼミ，また西条で開催された都市計画会議，広島ガス展を通じて，広島を含

め日本全国各地においては，市民に快適かつ便利な生活を提供することを狙いとする新しい技術の開発お

よび歴史的な建造物群・伝統的な文化を保護するための政府，企業，NPOなどさまざまな組織における取

り組み方を勉強し，日本の技術・文化の発展に対する認識をいっそう深めてきました。 

 もっともっと広島の歴史と発展に関する知識を学びたいので，私はこれからも，このようなイベントや

会議に参加者として積極的に参与していきたいと思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社広島銀行」 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

 この度，ひろしま国際センター様そして支援をいただいた広島銀行様から奨学金をいただきまして，誠

にありがとうございました。更に，自分が住んでいる広島県からいただいた生活面の支援にも感謝いたし

ます。 

 今年既に大学院修士になる私は，今現在修士論文のために，研究に専念しております。現在製造業では

最も注目されている異常検出の研究をしており，良い結果に向かって今全力でがんばっています。そして，

今年春に入ってから，就職活動に参加し，憧れの企業から内定をいただきました。来年 4 月からの社会人

生活を楽しむため，現在も社会人マナーなどを自学しております。 

 ひろしま国際センターと広島銀行のおかげで，自分の学業と研究に集中することができ，更に就職活動

でも結果を得たという事は一生忘れないと思います。来年他県にまいりましても，広島県からの支援そし
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て広島の良さを多くの他県の皆様にお伝えしていきたいと思います。 

 

 

出身国・地域：ベトナム・ハノイ 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経済学部 

 この度は，ひろしま国際センターの奨学金に採用していただき，誠にありがとうございます。 

 今回の奨学金をいただいて以来，アルバイトの時間を減らし，勉強の時間を増やすことができました。

そして，少しでも親の負担を減らせることになり，大変嬉しく思っております。 

 前期の成績は全て A と AA 評価で全体的に良かったと思いますが，後期はより一層良い成績を収めるよ

うに努力を重ねていきます。又，大学の課外活動をはじめ，ボランティア活動，国際交流活動等，様々な

活動に参加できるようになりました。その活動を通じて，地域に貢献する事のみならず，国際間及び異文

化間における円滑なコミュニケーションと協力関係を育む事もできました。現在そうして充実した大学生

活を過ごしているのは奨学金のおかげで，心より感謝しております。 

 私は将来，日本の大企業の経営に携わることを目標としております。そして，日本とベトナムの相互理

解促進に貢献し続けていきたいと思います。これからもより一層勉学に励み，夢に向かって日々精進いた

します。 

 

 

「企業等協力奨学金・一般財団法人広島国際文化財団」 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・生物圏科学研究科 

 この度，一般財団法人広島国際文化財団から奨学金をいただき，誠にありがとうございます。いただい

た奨学金は研究費や生活費に活用し，家族の負担を減らし，多くの時間を研究に集中することができまし

た。2回の交流会で，企業の方々や他校の学生達と研究のおもしろさ，生活の楽しみなど色々な事を交流

し，本当に楽しかったです。私はこれまで社会人と接する機会が少なかったので，今回の交流会を通じて

本当にいい経験になりました。 

 私はこの 1 年間をかけて，新しい研究テーマが決まりました。また，実験を行って，良い結果を取りま

した。博士課程後期は大変ですが，指導教官や研究室の皆さんのおかげで，楽しい留学生活を送ることが

できます。 

 今年の夏に，台湾東海大学の学生 18 人は広島大学で友好交流を行いました。私はこのイベント委員会

の会長として，東海大学の皆さんを案内していました。また，私は日本人と東海大学の学生との交流を促

進するため，活動を組織しました。皆さんは文化の多様性を深く理解することができ，楽しい思い出を作

りました。これからも，私はグローバルな世界で，国際的な交流に積極的に参加したいと思います。 
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「企業等協力奨学金・広島信用金庫」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・社会科学研究科 

 ひろしま国際センターでは，広島県への留学生の受入促進から県内における留学生の勉学・生活及び就

職までの総合的な支援を行います。広島県内の大学等へ入学した留学生のみなさんへ，県内の企業が募集

するものや県民支援奨学金などの独自の制度をします。私は去年から，奨学金をいただいて，本当にあり

がとうございます。また，ひろしま国際センターの交流会に参加して，広島県内の大学等で勉強している

先輩留学生のみなさんから，広島県内の外国人，勉強と生活に役立つサイトを紹介していただきました。 

 留学生のための見学，旅行等の行事もあるため，無料で様々な日本文化を学び，体験する事ができまし

た。日本人の価値観を知り，視野を更に広げる事ができました。 

 本当に「広島に来て良かった！」と思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・広島電鉄株式会社」 

出身国・地域：中国・重慶市 

大 学 ・ 所 属：広島文化学園大学大学院・社会情報研究科 

 ひろしま国際センターの皆様，広島電鉄株式会社の方々，改めて奨学金を支援してくれてありがとうご

ざいます。 

 時間が経って，そろそろ１年になって，大学院生活も最後の年です。奨学金を得て以来，私は修士論文

に励み，支援団体広島電鉄株式会社との交流にも積極的に参加しております。企業訪問の時に，路面電車

の運営を含め，そして，私の故郷「重慶」の文化と基本交通状況について楽しい話をしました。修士論文

に最新の資料を得て，本当に助かりました。 

 広島県はよく「平和な都市」と呼ばれています。広島にいて 5年も経っていて，人々に豊かな，心の触

れ合いと繋がりのある生活環境を感じて，良い都市の雰囲気です。私はボランティアとして，中国語を日

本の方に教えたこともあります。皆で勉強し，日本と中国の違いを検討して，最後に一緒にバスケットを

しました。 

 来年 9月に卒業する私には，もちろん今の修士論文が忙しくて，卒業してから，中国の公務員試験を受

けて，国家公務員になるつもりです。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社広島東洋カープ」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：福山市立大学・都市経営学部 

 ひろしま国際センターから奨学金をいただいて，私にとっては非常に良い経験だと思います。センター

及び株式会社広島東洋カープの皆様はとても優しいです。 

 この 1年間は，卒業するために一生懸命勉強した以外に，フランス語の勉強に挑戦しました。また，JEF

や株式会社広島東洋カープのホームページや交流を通して，広島県内の会社の経営方針や経営方式などを

勉強することができ，将来の就職に役に立つと思います。 

 卒業してから私は広島県内の会社に就職するつもりです。3～5 年くらい経験を積んで，中国の大連へ

帰って，日本と中国に関係がある仕事をしたいと思います。 

 今からのチャレンジについては，日本語をもっと勉強するとともに，フランス語，英語も身に付けられ

るようにがんばりたいと思います。 
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「企業等協力奨学金・株式会社プローバ」 
出身国・地域：中国・湖北省 

大 学 ・ 所 属：県立広島大学大学院・総合学術研究科 

 この一年間，株式会社プローバのおかげで，いい留学生活を送りました。本当に心を込めて感謝の気持

ちを申し上げたいです。また，広島での生活を支えてくださったひろしま国際センターの方々に感謝いた

します。 

 今年は大学院 2 年生になり，卒業後の進路を考えなければいけなく，確かに非常に困りました。先生と

先輩達のアドバイスをいただいて，日本の就職活動を通して，好きな仕事を探して，能力を磨きます。異

なる会社の説明会を聞いたり，色んな優れた学生や社会人と出会ったりしました。 

 それによって，就職の視野が広がり，就職の方向が見つかりました。とても珍しい体験だと思いました。 

 また，11 月に西条地域のホームステイに参加し，賑やかな 5 人家族の日常生活に触れて，楽しい週末

を送りました。この経験は今ではなくてならない「宝」です。  

 私は卒業してから帰国して，地元の日系企業に就職するつもりです。日本で勉強し知識を生かして，留

学生活のいい体験を周りの知り合いに伝えて，自分なりの力で日中友好をします。 

 

 

「企業等協力奨学金・マツダ株式会社」 

出身国・地域：中国・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経済学部 

 この度，ひろしま国際センターの奨学金を受けられることになりまして，誠にありがとうございます。 

 今年，私は大学 3 年生になって，来年の卒業や就職などの準備や計画を立てていて，その目標を完成で

きるように精いっぱいがんばっています。以前日本語能力 N1 の資格を取っていますが，よりよい成績を

取りたくて，12 月の試験を受けました。そのため，今年の後半に日本語能力を向上できるように，一生

懸命日本語を勉強しました。 

 もちろん，勉強することばかりじゃなくて，様々なゼミ研究活動や学校の活動などにも参加しています。

今年広島経済大学の経大祭に参加し，経済大学委員会と協力して，アーティストライブの撮影を担当し，

自分達がいつも勉強している技術を使って，ライブ映像を撮影して，スクリーンで生放送しました。それ

以外には，異文化研究という学校の国際交流室が開催した，異文化の研究旅行にも参加して，“伯方の塩”

という大三島工場を見学して，その会社から複元された「流下式枝条架併用塩田」を見て，日本の製塩歴

史を勉強し，先人達が海水から塩を作る製法をどんなに工夫したのかには非常に感心しました。 

 以上が，私のこの 1年で取り組んだことと自分が生活している地域と関わったことです。 

 

 

出身国・地域：中国・甘粛省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・総合科学研究科 

 ひろしま国際センターを通じて，留学生への支援企業，団体と民営企業を知り，日本で進学している留

学生と友達になって，自分の留学生活をもっと楽しみにできるようになったので，感謝の気持ちを持って，

感動しています。 

 奨学金をいただいて，もうすぐ 1 年間になり，日本での生活も慣れてしまい，自分の学業も順調です。

今年の 4月に入学して，学校でドクターの課程を受けながら，研究における現地調査も進んでいます。屋

久島のアンケート調査をする時，有名な世界遺産を楽しみながら，日本の地元の人達の自然や植物への熱

心さに心から感心しました。植物が生きているものだと伝わっているのは素晴らしいと思いました。 

 それに，豊岡市のプロジェクトに参加したことがきっかけで，コウノトリの野生復帰活動に関する知識

を身につけました。2回の下見調査をした後，観光資源としてのコウノトリの野生復帰活動に協力してい

る宿泊施設経営者（観光事業の従業者）を研究の対象とし，経営現状，供給サイドの意識と展望を把握す

るために，経営主体の属性，サービス内容，経営目的（所得の確認，生活水準の向上，農業以外の生きが

い，農村環境を守る，地域のイメージアップ，その他），事業の影響（コウノトリの野生復帰活動が行わ

れていた後，地域に対する観光事業の開発について，プラスとマイナスの内容），経営展望（市町村，集
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落単位，農家お互いの支え），経営現状で存在している問題点（資金の不足，施設の不足，観光者の対応

の仕方，労働の過重，労働力の不足，将来の不安感，観光客の減少等）の 6 つの項目に基づいて，アンケ

ートを作り，現地でアンケート調査を実施したいと思います。これからもがんばります。 

 

 

出身国・地域：中国・黒龍江省 

大 学 ・ 所 属：広島文化学園大学・社会情報学部 

 この度，ひろしま国際センター，マツダ株式会社の留学生奨学金の奨学生に選んでいただき誠にありが

とうございます。 

私は今 4回生の前期において，日本の留学生活がだんだんと短くなってきました，「光陰矢の如し」の言

葉を深く感じています。去年の 4 月からこの奨学金をもらってすごく助かりました。大学国際交流クラブ

の担当者として今年の学園祭に積極的に参加して，後輩達を引っ張って二つの店を出しました。計画通り

に進み，いい結果でその中の一つの店が完売しました。皆さんのおかげだと思っており，人間の力がよく

集まったら，世界を変えると深く実際に感じています。 

 奨学金をもらったおかげで，勉強する時間も増やして，日本語もさらに上達してから，自信を持っても

っと勉強していきたいと思います。今までの留学生活において，視野を広く持ち，何事においても一生懸

命取り組むことを心がけています。苦労するからこそ得るものに意味があり，より充実した留学生活を送

ることができると私は感じています。これからの卒業論文にも心がけて，がんばります。 

 奨学金をいただいたことに心から感謝しております。将来も日本と中国の交流に貢献していきたいと思

っています。 

 

 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・総合科学研究科 

 この度，マツダ株式会社からご支援をいただき，誠にありがとうございました。おかげさまで，アルバ

イトの時間を減らし，学業に専念できるようになりました。ここで再び，マツダ株式会社，ひろしま国際

センターの皆様に深くお礼を申し上げます。 

 私はずっと日本文化に強い興味を持っていたから，2 年前に日本に留学しに来たのです。ここに来てか

ら，よく日本人の物事に対する丁寧さに感動しました。たぶんこれは日本の製品が世界で優勝する大きな

原因でしょう。ここにいる間，この丁寧さを私の身につけたいです。だから，いま広島での就職を考えて

います。何故かというと，広島は私にとって第 2の故郷のような存在です。特に，先月土砂災害の復旧作

業に参加し，被害の様子を見て，心が痛みます。もっと広島の人々と関わり，絆を作りたいものです。こ

れから何かボランティア活動があったら，続けて参加したいと思います。 

 将来はどこにこの身を置くのかまだ予測できません。現在をきちんと生きていきたいと考えております。

引き続き，よろしくお願いします。 

 

 

出身国・地域：中国・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島市立大学大学院・国際学研究科 

 この度マツダ株式会社のご支援をいただきまして，心から感謝の意を申し上げます。ひろしま国際セン

ターとマツダ株式会社のおかげ様で，今年は学業に専念することができました。この冬，修士論文を作成

しながら，博士後期の進学に向けて準備している私は，第 2回目の交流会に参加しました。あの日の記憶

と授与式の思い出は今でも心の中に残っています。私と同じように一生懸命がんばりながら留学生活を送

っている留学生の皆様と，ご支援をいただく企業の皆様，またお世話をしていただく先生達の姿は私にと

っての原動力だと思います。 

 時の流れは本当に早いもので，広島に来てからもう 1 年過ぎました。今年は 8月 6日の平和祈念式典に

参加し，広島に住んでいる皆様の平和の心に感心しました。また，日本人と留学生の交流会にも参加する

ことができまして，中日民間友好を疑いなく信じています。今後予定されている 12 月 27日の大学での交

流会も楽しみにしています。 
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 これから日本語教育に貢献するという初心を忘れずに，未来に向けてもっとがんばりたいと思います。

改めましてお礼を申し上げます。今後も引き続き留学生にご支援をお願いします。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社マツダＥ＆Ｔ」 

出身国・地域：ベトナム・ハナム 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学・商学部 

 いつも応援していただき，誠にありがとうございます。 

 今，私は将来ベトナムと日本の化粧品の貿易会社を作りたいと思っております。日本の化粧品はベトナ

ム人の肌にとても合うので，値段がちょっと高いですが，ベトナムで日本の化粧品はとても人気がありま

す。もし，ベトナムで一つの日本の有名な化粧品の独占権配分の会社を作れたら，絶対いい結果がでると

思います。自分の夢を実現するために，今大学でがんばって経営者の専門的な知識を勉強しています。そ

れに，もし機会があれば，化粧品会社やベトナムとの貿易をしている会社に見学やインターンシップなど

の活動に参加したいと思います。 

 また，勉強しながら広島市で行われる国際交流イベント，フェスティバルなども積極的に参加したいと

思っております。 

 

 

「企業等協力奨学金・マツダエース株式会社」 

出身国・地域：韓国・麗水市 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

 研究と勉強に集中できるよう奨学金を支援してくれて本当にありがとうございます。その結果として今

年，英語論文 1編が採用されました。また先日，日本，韓国間の国際セミナーで，優秀賞（Special Award 

of the Valuable paper presenter)をもらいました。     

 現在，日本は地震と津波の耐震設計と防災システム,浚渫と埋め立てなどの土木技術は世界的レベルを

誇っています。自分は，韓国での土木工学修士課程授業中に，土木分野で研究が進んでいる日本への留学

を決意し，念願の夢が叶って来日しました。 

 今年 8月に起きた広島市の土砂災害で，多くの犠牲者を出した安佐南区八木でのボランティア復旧活動

に参加しました。巨岩や流木が堆積され，土砂に直撃された住宅地の凄まじい光景を目の前にしながら，

地盤工学を研究する者として，より残念な気持ちで胸が痛くなりました。 

 今は，博士過程後期プログラムでの幅広い研究に励んでいます。卒業後は，現在の指導教官のもとで地

盤研究を続け，自分が遣わされる地域でオリジナルなテーマの研究を進めたいと思っています。さらに，

日本の研究者達と幅広い研究交流や国際共同研究を進行し，土砂災害に強いまちづくりに寄与したいと思

っています。 
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「企業等協力奨学金・マツダロジスティクス株式会社」 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島文化学園大学・社会情報学部 

 マツダロジスティクス株式会社に奨学金を提供していただき，企業訪問のご協力をいただき，誠に感謝

の気持ちです。本当に優しい感じがしています。広島県民も私の生活を熱心に手伝ってくれて，私はまる

で広島の一部のように楽しい生活を送っています。もちろん，ひろしま国際センターはいつも配慮をして

くれて，積極的に私達の社会生活を率いています。ありがとうございます。 

 この 1年間で私は TOEICをがんばって勉強し，自動車の運転免許も先日手に入れました。そして，中国

四国地区で行われた育英友の会では，支部報道担当スタッフとして積極的に参加しました。たくさん友達

ができ，良い国際コミュニケーションができました。今から簿記の 3級，2級を取るためがんばってみま

す。卒業するまであきらめずに進んでいきます。 

 将来は支援企業や日本社会に報いるため，日本で就職できるようにがんばります。 

 Where there is a will, there is a way. 

 

 

「企業等協力奨学金・三島食品株式会社」 

出身国・地域：中国・山西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

 私は 2012年 10 月に中国大連理工大学から，私費留学生として広島大学の博士後期課程に入学し，化学

工学分離工学研室に所属しています。毎日，プロジェクトの実験，データ処理，論文作成などで忙しく，

アルバイトはしていません。しかし，奨学金によって経済的困難が解消されたことにより，勉強に打ち込

む環境を得ることができ，今年の 7月には＜第 10回国際会議 ICOM＞においてポスター賞を受賞すること

ができました。心より厚くお礼申し上げます。将来は必ず，中国と日本の研究発展に努め，技術開発に邁

進してまいります。 

 論文＜CO2 Permeation through Hybrid Organosilica Membranes in the Presence of Water Vapor＞

が雑誌＜Industrial & Engineering Chemistry＞に掲載されました。 

＜第 10 回国際会議 ICOM＞と＜分離技術国際会議(ICSST2014)＞の二つの国際学会においてポスター発表

をし，国際会議 ICOM(International Congress On Membranes and Membrane Processes)ではポスター賞

を受賞しました(受賞率:5%)。それらの経験を通じ，英語力が向上しました。また，中国留学生クラブ活

動にも参加しました。  

 ひろしま国際センターの交流活動に 2 回参加しました。企業の方と交流できたことがとても楽しく，ま

た，今後の仕事に役立つ経験となりました。 

 現在は広島大学で，二酸化炭素の分離および回収だけでなく，人工肺の開発にも貢献が期待できる分離

膜に関する研究を行っています。2015 年 10月に博士号を取得した後，日本でポスドクとして 1年間研究

活動を継続し，中国へ帰ろうと考えています。奨学金をいただいたことに対する感謝の気持ちを忘れずに，

将来はかならず中国と日本の研究発展に努め，技術開発に邁進してまいります。 

 

 

「企業等協力奨学金・三菱日立パワーシステムズ エコークラブ」 

出身国・地域：中国・湖北省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

 この 1年間，ありがとうございました。ひろしま国際センターと支援団体の皆様のおかげで，充実した

1 年間を過ごすことができました。私は 2 年生になって，学業等が忙しくて，アルバイトの時間を削減し

なければなりません。貴奨学金をいただき，大変助かりました。今は実験，修士論文の作成が順調に進ん

でいます。その上，就職も決まりました。そして，10 月から，広島県日本語高等研修の半年プログラム

に参加し，研究活動のための日本語スキルをしっかり身につけることを目指しています。先生方が親切で，
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授業はとても楽しいです。 

 12 月に「～みんなで話す，みんなの広島～」というイベントに参加しました。皆さんと交流して，意

見を出し合って，非常に楽しかったです。おかげさまで，広島についてさらに知ることができ，友達を作

ることもできました。 

 私は広島に来て，もう 4年目です。県民の方々の支援を受けて，奨学金や日本語研修など，大変お世話

になっております。本当に広島県に来てよかったと思います。皆様のご親切に心より感謝申し上げます。

これからも皆様のご期待に応えられるよう，一生懸命がんばります。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社もみじ銀行」 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・理学研究科 

 まずは株式会社もみじ銀行に，この度の奨学金の支援を心から感謝しています。おかげ様で，この一年

間，楽しんで留学生活を送れます。私にとって，とても助かりました。 

 あとはひろしま国際センターにお礼を言わなければなりません。今度の奨学金の件だけではなく，ずっ

と前から，当センターが主催されたイベントにいっぱい参加しました。特に言いたいのは，留学生向けの

就職支援です。留学生の立場から，自己分析から面接模擬まで，日本で就職活動するためのことを詳細に

教わって，丁寧な指導をいただき，本当に感心します。 

 あと 3か月くらいでもう帰国する予定ですが，この 3 年間，視野が広くなって，私の人生にとって，大

きな影響を残しました。研究だけではなく，日本の方々から優しい思いやり，真面目な性格，多くの良い

ところを勉強になりました。日本に来た前より，日本の文化と思想を理解しました。 

 卒業してから，日本語を生かして，母国で日系企業に勤めたいです。もちろん，将来も日本と中国の繋

ぎとして，両国の互いの理解を深めて，友好に貢献します。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社モルテン」 

出身国・地域：中国・江蘇省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

 この度，株式会社モルテンからご支援いただき，誠にありがとうございます。おかげさまで，学業に専

念することができてありがたいです。また，いつも連絡をくださるひろしま国際センターにも感謝してお

ります。本当にありがとうございます。 

 この 1年，私は山口県周防大島の移民と出稼ぎについて，色々な先行研究を読んだり，フィールドワー

クに行ったり，島民にインタビューしたりして，論文が順調に進んでいます。 

 せっかく日本に来ましたから，たくさんの年中行事にも参加しました。とうかさんや胡子大祭など，日

本人が自分の文化を大事にしている，保っている，守っているということを深く感じて，感動しました。 

 これから，もっと勉強して，立派な人になって，日本，中国，この社会に役立つ人間になりたいです。 
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「県民支援奨学金」 

出身国・地域：中国・貴州省 

大 学 ・ 所 属：福山大学大学院・経済学研究科 

 この度，ひろしま国際センターの奨学金に採用いただき，誠にありがとうございます。 

 奨学金のおかげで家族の経済上の負担を軽減し，学習に集中することができました。これからも，就職

のためにがんばりたいと思います。 

 光陰矢のごとし，日本での留学生活はもうすぐ終わりますが，その間に，色々な人々に出会いました。

中国の文化を伝え，日本の文化を学びました。私は今年 10 月の福山大学の日中クイズ大会に参加しまし

た。この活動を通して，もっと日本の文化と習慣を体験して日中交流を促進しました。 

 大学院で経済を勉強していますから，卒業後は中国で貿易関係の日系企業で就職したいです。日本語を

よく活用して日中友好関係のために自分の力を尽くします。日本と中国の掛け橋になるようにがんばりま

す。 

 2年間連続でひろしま国際センターの奨学生として選んでいただいて心から感謝申し上げます。私にと

って日本での留学生活は一生忘れられない貴重な記憶です。 

 

 

出身国・地域：中国・黒龍江省 

大 学 ・ 所 属：広島国際大学大学院・心理科学研究科 

 奨学生交流会に参加して，ひろしま国際センターの人や支援企業・団体や広島県民と会って，改めてと

ても嬉しいと思いました。 

 皆さんはすごく優しくて親切ですね。みんなと美味しい料理を食べながら話して，とても楽しかったで

す。色々な支援をいただいて誠にありがとうございました。 

 交流を通じて，たくさんの就職に役立つ情報などを教えていただいて本当に助かりました。また，異文

化コミュニケーションの能力も高めることができました。支援のおかげで，勉強に専念でき，課外活動に

も積極的に参加できました。 

 今後も卒業論文を書きながら，就職活動などに参加していこうと思います。 

 

 

 

「センター奨学金」 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：福山平成大学・経営学部 

 奨学金のおかげで，大切な時間を勉強のために使うことができ，大変助かっています。本当にありがと

うございます。資格を取るために，アルバイトの時間を減らし，一生懸命に学ぶことができました。 

 広島県留学生活躍支援センター主催の企業見学に参加いたしました。エフピコと JFE スチールの見学を

通して，広島県の企業が地方でありながら大きな事業を行っていること，自らの利益だけでなく公益にも

配慮していることを知ることができました。日本のリサイクルに対する考え方や，大規模な製造事業のあ

り方が分かりました。また，広島県には優良企業が多く，活発に事業展開していることを知り，広島県へ

の興味が増して，就職の意欲が強くなりました。 

 将来の就職に悩んでいますが，広島県留学生活躍支援センターの就職活動実践セミナーでは，就職活動

について色々知ることができると聞いて，楽しみにしています。 

 最後に心から感謝をこめてお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。 
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出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学大学院・商学研究科 

 この度，平成 26 年度の奨学生として，ひろしま国際センターから奨学金をいただき，本当に心より，

感謝の気持ちを，お礼を申し上げます。 

 奨学金をいただき，早 1年間になりました。この 1年間は奨学金のおかげで，アルバイトをする時間を

減らし，学業や就職活動や国際交流などすべてうまくできました。 

 私は，広島に来て 8年になり，住み心地の良い環境で，人々の親切さや優しさなどを日頃感じています。

広島は，私にとって，第 2の故郷だと思っています。 

 去年の夏休みに，初めて留学生活躍支援センター主催の実用日本語研修に参加して，これまで学んだ日

本語をもう一度復習でき，おかげさまで，今年の就職活動がとても順調で進んでおり，今年の夏休みに内

定企業のインターシップに参加し，色々学びました。 

 私は小学校からずっとサッカーをしています。広島に来てから，広島市国際フットサルリーグに参加し

ています。スポーツを通じて，広島の市民達と交流する機会が増えました。日本人の友達もたくさんでき

ました。 

 来年からは広島で仕事を始め，今まで自分が学んだ知識を生かしたいと思います。広島で留学生活を支

えてくださったひろしま国際交流センターの方々，本当にありがとうございました。 

 

 

出身国・地域：中国・貴州省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

 この奨学金をもらえるのは本当に嬉しいことでございます。一人で，日本にいるのは難しいです。ひろ

しま国際センターから色々な面で助けていただきました。誠にお世話になりました。奨学金が受けられる

のは，私の生活にばかりでなく，私の学業にも寄与できたものと信じています。 

 去年の夏休みのとき食品加工・製造・販売会社でのインターンシップは，私に珍しい体験をもたらしま

した。歴史と経営方針と経営理念色々教えていただきました。お茶の出し方を学習して，ビジネスの知識

も増えました。工場見学で，衛生面と温度に徹底的に注意することを実感しました。温度は 16℃以下，

空気も冷たい，「世界一」の目標を目指している皆さんの一生懸命さを感じました。3日間にとっても充

実していました。 

 私は必ず以前よりもっと勉強し，力を尽くして，いささかなりとも貢献することを保証します。最後に

心から感謝の気持ちを申し上げます。本当にありがとうございます。 

 

 

 

「渡日等留学生支援に係る奨学金 ひろしま国際センター」 

〔前期〕 

出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・社会科学研究科 

 この度は，渡日等留学生支援に係る奨学金をいただき，誠にありがとうございました。 

 静岡から広島に引っ越ししてきて，馴染めない環境の中に，不安ながら大学院の研究が始まりました。 

最初は学業に差し支えない範囲でアルバイトしたかったのですが，大学院の研究生活が想像以上に忙しく，

なかなか時間が限られていました。こんな時期に，貴財団から奨学金をいただき，学業に専念することが

できました。 

 学生生活以外で，余裕がある時は，広島市市民との交流イベントや外国人同士の英語コーナー，留学生

会館の祭りなどに色々参加し，日本での生活をすごく楽しく過ごしました。更に，広島だけではなく，京

都や大阪にも観光することができ，日本の風景や伝統を味わい，感動しました。最近は，マツダ本社にあ

るマツダミュージアムに見学する機会に恵まれて，マツダ車の歴史や歴代の車を観覧し，車に興味を持つ

ようになり，勉強になりました。 
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 今後は，引き続き，勉強しながら，地域理解や国際交流に精一杯がんばります。 

 

 

出身国・地域：ネパール・タナフ 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・医歯薬保健学研究科 

 この度は，渡日等留学生支援にかかる奨学金にご採用くださいまして誠にありがとうございました。ご

支援いただきました奨学金は生活費として大切に使わせていただきました。おかげをもちまして，勉強に

打ち込める環境を得ることができました。 

 日本に留学するときから日本の看護の質の高さを知り，ネパールに取り入れたいと考えました。そのた

め，普段の研究だけではなく，広島大学病院の小児科で入院中の子供とコミュニケーションとったり，デ

イケアセンターで高齢者と一緒に体操をしたり，折り紙など紙細工もしました。また，リハビリテーショ

ンでは看護師達の仕事を見学し，実際のケアにも参加したことがあります。積極的に看護師の仕事を見学

した末，私は日本の看護に関する認識を深めただけではなく，日本の地域社会への理解も深めました。 

 最後になりましたが重ねてお礼を申し上げるとともに，公益財団法人ひろしま国際センターのご健勝と

ご多幸を心よりお祈り申し上げます。 

 

 

出身国・地域：中国・天津市 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経済学部 

 広島に引越ししてから，以前の生活と比べて，今は毎日充実しています。どうしてかというと，大学で

専門知識を学び，自分で本を読んでレジュメを作って，照れ屋の私にとっていい成長の機会です。先生の

協力はすごくありがたいです。今まで順調にしています。 

 将来について，まずしっかり勉強して，無事に卒業したあと，日本で就職するつもりです。今様々な企

業の情報を集めています。この中で一番興味深い仕事を見つけて，インターンシップがあったら積極的に

参加するつもりです。そして，日本人との交流活動に参加し，広島の地域に溶け込みたいと思います。 

 私は毎日より明るく，しっかりし，留学はせっかくのチャンスなので，この大学の 4 年間を大事にしな

いといけないという気持ちでやってきました。外国語を勉強する私達にとっては，単なる本で読む事では

なく，本場に行き，接し，心で感じ，自分で判断するのが大切です。今の競争が激しい時代で，自分の本

当の力をだして，自分の研究している経済学の知識を使って，自分自身の価値を実現し，将来日本と中国

のかけ橋になれるよう努力したいと思います。 

 

 

出身国・地域：中国・江西省 

大 学 ・ 所 属：県立広島大学大学院・総合学術研究科 

 ひろしま国際センター様，奨学金決定に心から感謝しております。おかげ様で，前期の大学生活をうま

く送ることができ，本当にありがとうございました。 

 8月 7日に大学の交流活動でマツダミュージアムを見学しました。大学の母国の留学生や日本の学生と

色々話したり，会社のことを理解したりしてものすごく楽しかったです。私はマツダの歴史や発展につい

て理解し，管理者と職員の方々に感動しました。 

 これからどんな困難があっても，どんな苦労をしても夢に向かってがんばりたいと考えています。 

 将来の夢は，卒業して研究の成果を生かして，数年間広島で介護に関わる仕事をして，高齢化について

研究し続けたいです。また，日中友好に関わり，日本と中国のかけ橋になりたいと思います。 
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出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経済学部 

 この度はひろしま国際センターの奨学金に採用していただき，誠にありがどうございます。いただいた

奨学金のおかげで，充実した大学生活と専門的な勉強ができ，色々非常に助けてくれて，本当に感謝して

います。 

 私は広島に来て，もうすぐ 1年が経ちます。その 1年間，勉強はもちろん，広島経済大学で小学校の清

掃ボランティア活動に参加したり，学校の研究旅行に行ったり，広島市民の交流会も参加したりして，様々

なことを勉強しました。例えば学校の研究旅行で日本の文化を学びました。広島市の交流会で日本の民謡

を鑑賞しました。または社会人と交流して，自分にとってすごくいい経験だと思います。 

 学校で大勢の友達を作って，休みの時，友達と一緒に色んなところに行って，地元のおいしい料理を食

べて，そのおいしさは今でも覚えています。私も時々料理の写真を撮って帰って，自分で作ってみます。 

 将来，広島で中華料理屋を経営するために経験を積み立て，日本の人々が本場の中華料理を食べられる

ようにがんばりたいと思います。 

 

 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：尾道市立大学・経済情報学部 

 渡日等留学生奨学金のおかげで，私の留学生活は充実したものになりました。色んなところを見学でき

て，もっと日本の文化を学べました。この 1年間で色んなことを体験しました。学校の留学生交流会で日

本人の友達を作りました。先生から新しい知識を勉強しました。でも，まだまだ足りないです。広島留学

生運動会で広島県内の留学生に会えて，お互い情報を交換できていい勉強になりました。夏休みの時大阪

に行って，旅をしました。 

 今はひろしま国際センターが開催した留学生就職セミナーに参加中で，就職する時自分に向いている仕

事は何か，どうやってアピールするか，企業に役に立つ人になるにはなどを勉強しました。私にとって大

きな経験になりました。 

 本当に広島県の大学で留学してよかったです。これから，自分の学業をちゃんとして，広島大学の大学

院を目指します。卒業したら，広島の企業で就職したいです。本当にありがとうございます。 

 

 

〔後期〕 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島文化学園大学・社会情報学部 

 平成 26 年度渡日等留学生支援に係るひろしま国際センターによる奨学金を採用いただき，誠にありが

とうございます。私は奨学金をいただいてから，深く励まされて自信を持って毎日勉強しています。 

 9月に広島文化学園大学に入学して以来，ずっと野呂山の麓の郷原に住んでいます。そこでの交通が不

便ですから，就職活動やクラブ活動などの交流活動に参加することが難しいです。それで大分の時間を勉

強に使います。そして，12月 20日から冬休みになって，奨学金のおかげで生活費を心配してなくてよく，

この貴重な時間を用いて教室に申し込んで毎日勉強しています。その間に日本語能力試験 N１の知識を独

学して，今年 TOEFLを受けようと思いますから，英語も独学しています。 

 一方で，経済学について深く興味を持って，学校の図書館をよく利用して，マクロ経済学とミクロ経済

学の専門書類も読んでいます。今年 2 月に広島市内に引っ越し，就職活動や交流活動などによく参加でき，

勉強と生活の段取りをつけられるだろうと思っています。 

 将来は日本の大学院に進学するための基礎をしっかりと作るようがんばります。最後に，ひろしま国際

センターによる奨学金に採用していただいたこと，重ねてお礼申し上げます。 
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出身国・地域：カザフスタン・アスタナ 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・医歯薬保健学研究科 

 私は，中央アジアに位置し，以前はソビエト連邦の一部だったカザフスタンより来ました。専攻は医学

で，医師です。移植外科医として 3年間レジデントドクターとして働きました。次のステップとして博士

の学位取得を目標としています。日本で勉強することは私の究極の夢でした。広島大学は特に免疫分野で

功績があり，有名です。移植外科医として免疫を学ぶことは必須です。 

 私にとって日本は常に日の登る妖精の国でした。今はその通りだったと感じています。広島は素晴らし

い街です。日本や広島の良いところは人です。とても優しく礼儀正しいです。私は広島の悲しい歴史を知

っています。平和記念資料館に何度も行きました。このようなことは二度と起こってはいけません。 

 9月に広島に来てから，土曜日の朝はひろしま国際センターで開かれる日本語クラスで日本語を学んで

います。日本語クラスの先生はとても優しく，親身になって教えてくれます。言語を学ぶことは知識を与

えるだけでなく，人を礼儀正しくしてくれます。 

 来日後，私はより我慢強くなり，私の周囲の人々への礼儀や感謝を忘れないようにしています。私は研

究成果で良い結果を出し，日本語を流暢に話せるようになり，日本についてより学ぼうと思います。 

 

 

出身国・地域：中国・貴州省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

 日本の大学に編入してからもうそろそろ半年になりました。中国の大学では日本語が専門で，日本に留

学する前に日本や日本語のことをたくさん学んでいました。しかし実際に日本に来たら，教科書で学んだ

知識との大きな違いに気付きました。その違いがおもしろいと思いました。日本での生活を通して，日本

の社会を体験することができました。一番印象に残っているのは，学校も社会も完璧な制度を持っている

ことです。これらの見えない力が私達の生活を支えてくれています。 

 日本の大学は中国と違い，全体的に自由な雰囲気と感じました。経済学科の授業は決して簡単ではあり

ませんでしたが，一緒に努力する同級生達がいたのは，私にとって非常に幸運なことです。これからもど

んな壁があっても，勇気を出して困難を乗り越えて前に進みたいです。 

 最後に，私の留学生活を支えてくださったひろしま国際センター，誠にありがとうございました。 

 

 

出身国・地域：中国・山西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・医歯薬保健学研究科 

 広島はきれいです。そして，ここの人々はとても親切です。いつでも，困ることがあったら，広島県民

から助けをもらえます。ひろしま国際センターのおかげで，私達外国留学生は日本語の先生を探し，色々

な日本語教材を見つけられるし，日本の文化が分かるし，日本の生活へ早く適応することができます。 

 毎週土曜日，ひろしま国際センターで日本語を学んでいて，教育学部の先生は優しいし，教育方法はと

ても上手です。企業と団体の交流を通じて，企業の文化を理解することができます。それから，将来，無

事に就職することができます。私の研究内容は肥満と関係がありますから，この研究を通じて，広島県住

民の健康ガイドを提出します。それ以外には，多くの中国人に広島を紹介したいし，広島県住民と中国人

の友情の橋になりたいです。 

 2か月前日本に来た私は，その後，一生懸命に勉強する決意をしています。 
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「渡日等留学生支援に係る奨学金 広島県留学生活躍支援センター」 

〔前期〕 

出身国・地域：中国・湖南省 

大 学 ・ 所 属：広島大学・工学部 

 この奨学金をもらって，嬉しかったです。ひろしま国際センターの留学生への関心と支持，本当にあり

がとうございます。これからはもっとがんばろうと思っています。 

 感謝の言葉は言い切れませんが，具体的なことを言いたいです。今年は大学 1年生として過ごしました。

すごく充実していたと思います。広島大学の ESSというサークルに参加しました。これは英語に関するサ

ークルです。毎週日本人の学生とスピーチを練習します。英語で話し合って，そして相手の間違いを探し

て，スピーチ大会に参加するためにがんばっていきます。さらに，山口でサマーキャンパスをやりました。

広島大学だけでなく，岡山大学，山口大学などの学生と交流をしました。みんな一緒にスピーチをする経

験について話し合い，徹夜だけど，一緒に文字数が多いスピーチを作りました。とても楽しかったと思い

ます。 

 サークルだけでなく，自分が好きな化学を学ぶ道にようやく辿り着いたのは一番嬉しいことです。今 1

年生だけど，分かることは本当に少ないです。専門のことや学業のことは本当に難しいと思いますが，今

はただ初めてのことばかりです。このまま優秀な研究者になるためにがんばろうと思っています。 

 

 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経済学部 

 ひろしま国際センターの皆様，こんにちは。渡日等留学生支援に係る奨学金に採用していただき，誠に

ありがとうございます。いただいた奨学金のおかげで，アルバイトを探す前に勉強に専念でき，成績の評

価はだいたい Aと AA でした。そして，新たな大学と生活環境にも全く慣れてきました。色々非常に助か

りました。 

 この 1年間，奨学金のおかげでアルバイトの時間を減らして，様々な活動に参加しました。宮島に見学，

愛媛県に見学など，非常に楽しかったです。そのため，日本の文化を深く学びました。また，大学祭の時，

先輩達と一緒に店を作り，商品を売り，コミュニケーションも多くしました。そのおかけで，新しい友達

も作ってきました。大学生にとって，勉強だけではなく，様々な活動に参加し，他の人と交流し友達を作

ることも重要だと分かりました。 

 将来，自分が勉強して得た専門知識と日本の文化を利用し，日本と中国に関する番組を作り，日本と中

国の平和のために貢献したいと思います。これから，一層勉学に励みますのでよろしくお願いします。 

 

 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・工学部 

 今回は支援企業やひろしま国際センターなどに奨学生として採用していただき，誠にありがとうござい

ます，奨学金に対して絶対責任を持って留学生生活に活用させていただきます。採用されたことに対する

責任を感じております。7月の交流会はとても感動しました。 

 卒業後，私は機械専門に関係のある会社に入りたいと思っています。日本の自動車会社に就職し，会社

で学んだ知職やいい経験，専門的な知識を生かして将来に備えます。また日本人の仕事に対する熊度や理

念を肌で感じて，日本の専門技術を学びなから日本文化への理解も深めていきたいと思います。そしてエ

ネルギー分野における専門家として日中両国の間で活躍したいと思います。 
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出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島文化学園大学・社会情報学部 

 2014年春，2 年次編入生として，日本に留学してきました。そのときから今まで，ひろしま国際センタ

ーからの奨学金をいただき，アルバイトなどに多くの時間を使わずに，勉強に励むことができました。 

 日本語の勉強を始めてから，まだ 2 年弱ですので，日本語の勉強を中心にがんばっています。授業で，

中級日本語，上級日本語を履修しながら，友達と話しをするようにしています。ほかに，日本の生活と文

化，マクロ経済学などの授業を受けています。学校以外でも，黒瀬商工会館の交流イベントに参加しまし

た。そして，生活の中で，いつも日本人とコミュニケーションをしています。留学前より進歩が速くなっ

たと感じています。 

 2015 年春からは学部の 3 年生として専門の勉強も始まります。私は経済を学んで，留学経験を活かせ

る仕事につくために，しっかり勉強していこうと思います。 

 

 

出身国・地域：中国・広東省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・人間文化学科 

 ひろしま国際センターのおかげ様で，半年の奨学金をいただき，半年間充実していました。感謝の至り

でございます。この半年は奨学金を大切に利用し，生活やサークル，専門学習に取り組んでいました。 

 生活費をもう心配することはありませんので，この半年間，ずっと大学のダンス部で活躍しています。

本場の大学生活と人間関係を経験することと言えば，サークルの他にはないと思います。毎日一生懸命練

習したり，休日もたまにサークルの仲間と一緒に野球をしたり，色々なイベントのステージに出たりする

のは忘れられない経験です。今年の三蔵祭でダンス部の皆と一緒に大勢の観客の前で 2 時間のショーをし

て，最後のダンスが終わった後，皆で泣きました。この涙は半年の汗や痛み，笑いだったと感じます。こ

れは日本の精神を実感した瞬間です。 

 来年，私は 3 年生になり，専門ゼミが始まります。大学院を目指している私にとって，母語ではない環

境で専門学習を行うことはきっと簡単とは言えません。ですから，もっと勉強に集中しなければならない

と思います。自分の専門知識や専門技能をできるだけ早く，多く，良く身につけないといけません。図書

館を利用したり，旅行したりして，自分の見識や視野を広げ，日本文化に対する感受性を育て，再来年の

卒業と大学院の入試の準備を始めたいと思います。 

 半年のお世話とご支援に対するこの感謝の気持ちを忘れずに，日本に留学する機会を貴重に思い，がん

ばりたいと思います。 

 

 

出身国・地域：中国・湖北省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

 広島の生活はもうそろそろ 1年になりました。広島へ来て始まるときの好奇心と緊張感を思い出したら，

昨日のことと感じます。この 1年間がひろしま国際センター・広島県留学生活躍支援センターのおかげで，

楽しく充実した留学生活を過ごしました。ひろしま国際センター・広島県留学生活躍支援センターがいつ

も留学生のため，経済の支援しかも楽しい交流イベントを行い，留学生にとって一番優しい所といっても

過言ではないと思います。ほんとに助かりました。 

 この 1年間は研究に専念した上，色々有意義なイベントに参加したと思います。広島の外国人の交流会

で新しい友達ができ，日本語教育のボランティアで自分の価値を見たことなど，確かに楽しかった 1年間

だと思います。しかも，だんだん広島の生活に慣れ，この平和に熱心な地域が大好きになりました。来年

就職活動を始め，自分がエンジニアとして，この地域の発展に力を尽くすと考えます。多分だんだん忙し

くなると思います。しかし，ひろしま国際センター・広島県留学生活躍支援センターの恩恵を忘れずに，

積極的に交流イベントに参加し，県内の留学生達と一緒に話したり，遊ぶことを期待しています。                                                                               

 将来広島で働いてから帰国して，絶対にこんな貴重な経験を忘れないように，日中関係のかけ橋として，

一生努力したいと考えます。 
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〔後期〕 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・国際協力研究科 

 ひろしま国際センターにはこの度大変お世話になり感謝の言葉もございません。恥ずかしながら，不器

用な私は授与式参加の日付を覚え間違えていました。授与式に参加できず，奨学金も取り消されることに

なるかと私は心配していました。しかし，ひろしま国際センターは私に再びチャンスを与えてくれました。

改めて心から感謝します。 

 私は幼い頃日本で育ち，日本の環境，文化が大好きです。そして平成 26年 10月広島大学大学院生とし

てまた日本に来ることができました。私は大学院卒業後日本で就職する予定です。できればひろしま国際

センターの就職に関するイベントやセミナー，交流活動に積極的に感参加して，就職に必要な「書く」，

「話す」，「聴く」，「読む」技術を身につけたいと思います。 

 将来の夢は好きな職場で働き，自分の家庭を築くことです。平凡ですが，私にとってそれが一番望まし

いことです。 

 

 

出身国・地域：インドネシア・西スマトラ州 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・国際協力研究科 

 来日する前に，私は色々な不安や心配を持ち，ストレスになってしまいました。しかし，だんだん日本

の生活に慣れ，友達もたくさんでき，心配が少なくなりました。国で学んでいないことは，こちらで生活

を始め，文化や教育制度の違いが分かってきました。日本では大学または各自治体によって文化に関わる

イベントが頻繁に開催され，できるだけ参加したいです。 

 日本とインドネシアの文化にはいくつか類似点があると思います。私は外国人として，日本の文化の中

でたくさん良いことを学びます。例えば仕事の場合は，日本人は真面目で一生懸命で，分からないときは

自分で判断せずに必ず詳しい人に聞きます。また文化といえば，日本人が「お願い」，「すみません」，

「ありがとう」という言葉を簡単に言い，日本人はよく気を遣うと言われるのは適当であります。 

 大学の勉強は，現在まで先生方，特に指導教員がいつも優しくたくさんのお世話をしてくださいます。

これからも，指導教員の期待外れにならないように，良い研究成果が出せるようあらん限りの力で努力し

ます。 

 

 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

 渡日等留学生支援に係る奨学金奨学生に採用していただき，誠にありがとうございます。 

 私は去年の 10 月に，研究生として広島大学大学院教育学研究科に入りました。当初は，広島に来たば

かりで，また大学院の入試を控え，アルバイトをたくさんすることができませんでした。奨学金に採用し

ていただいたおかげで，より学業に専念することができ，とても嬉しく思っています。                                          

 広島に来て，3 か月以上経ちました。私はこの 3 か月で，学業に取り組むと共に，広島大学の日本人学

生，留学生と積極的に交流をしています。そして，自分が住んでいる地域とも関わりを持とうとしていま

す。去年の 12 月に，東広島にある小谷小学校の国際理解の授業で 5 年生達と交流することができました。

日本の小学校は初めてなので，また，子供達が様々な質問をしてくれて，とてもいい経験になりました。                               

 これからも勉学に励むと同時に，日本の社会，文化などに対する理解を深めていきたいと思います。 

 

 

出身国・地域：中国・重慶市 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学大学院・法学研究科 

 おかげさまで私は今幸せな毎日を過ごしています。9 月に日本に来た時，実は，言語とか孤独感，生活

費など色々な面で困っていました。今は大分慣れて，友達もできて，勉強も生活もアルバイトもがんばっ
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ています。本当にありがとうございます。もしひろしま国際センターの支援がなかったら，生活費のため

にとても緊張しているはずです。おかげさまで，今は勉強と生活間のバランスをよく保っています。 

 今は法律研究科で法律を研究していますが，今更，基本的な知識が足りないことを痛感しています。だ

から，まずは基本的な知識をよく把握したいのです。それに基づいて民事訴訟法を研究したいです。その

上，現在はグローバル時代だから，今後は英語も勉強したいです。  

 将来は裁判官になりたいですが，今は，法律をよく勉強して，一流の学者になりたいです。 

 

 

 

 

奨学生から提出された文章について，明らかな誤字脱字は 

事務局にて修正し，掲載しています。ご了承ください。 



 

 

奨学金決定通知書授与式・第 1回奨学生交流会（平成 26年 7月 9日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学金決定通知書授与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           奨学生代表挨拶              交流会 

 

 

 

第 2回奨学生交流会（平成 26年 11月 26日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定通知書授与（渡日等留学生支援に係る奨学金（後期）） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       支援企業より激励の言葉             母国文化披露 

 



１．ひろしま国際センター留学生奨学金

協力企業・団体名 大学 国 協力企業・団体名 大学 国

㈱あじかん 広島国際学院大学 中国 ㈱東洋シート 広島大学大学院 中国

㈱アスティ 広島大学大学院 中国 南条装備工業㈱ 広島大学大学院 中国

㈱石﨑本店 広島修道大学 モンゴル 西川ゴム工業㈱ 広島国際学院大学 中国

㈱いとや 広島ガス㈱ 広島大学大学院 中国

㈱福屋 広島大学大学院 中国

㈱ウッドワン 広島大学大学院 中国 広島経済大学 ベトナム

㈱ＮＴＴドコモ中国支社 広島大学大学院 中国 (一財)広島国際文化財団 広島大学大学院 中国

賀茂鶴酒造㈱ 広島女学院大学大学院 中国 広島信用金庫 広島大学大学院 中国

カルビー㈱ 広島工場 広島文化学園大学大学院 中国 広島電鉄㈱ 広島文化学園大学大学院 中国

国際ソロプチミストウエストひろしま ㈱広島東洋カープ 福山市立大学 中国

(一社)広島県医師会 ㈱プローバ 県立広島大学大学院 中国

国際ソロプチミスト広島 広島修道大学大学院 韓国 広島経済大学 中国

㈱第一学習社 尾道市立大学 中国 広島大学大学院 中国

広島修道大学 ベトナム 広島文化学園大学 中国

福山大学大学院 中国 広島大学大学院 中国

広島市立大学大学院 中国 広島市立大学大学院 中国

広島大学大学院 中国 ㈱マツダＥ＆Ｔ 広島修道大学 ベトナム

広島文化学園大学 中国 マツダエース㈱ 広島大学大学院 韓国

比治山大学 中国 マツダロジスティクス㈱ 広島文化学園大学 中国

広島大学大学院 中国 三島食品㈱ 広島大学大学院 中国

㈱中国新聞社 広島大学大学院 中国
三菱日立パワーシステムズ
エコークラブ

広島大学大学院 中国

中国電力㈱ 広島大学大学院 中国 ㈱もみじ銀行 広島大学大学院 中国

㈱中国放送 ㈱モルテン 広島大学大学院 中国

広島テレビ放送㈱ 福山大学大学院 中国

㈱中電工 広島大学大学院 中国 広島国際大学大学院 中国

中電プラント㈱ 広島国際学院大学 中国 福山平成大学 中国

㈱テレビ新広島 広島修道大学大学院 中国

㈱広島ホームテレビ 福山大学 中国

２．渡日等留学生支援に係る奨学金

区分 大学 国 区分 大学 国

広島大学大学院 中国 広島大学 中国

広島大学大学院 ネパール 広島経済大学 中国

広島経済大学 中国 広島国際学院大学 中国

県立広島大学大学院 中国 広島文化学園大学 中国

広島経済大学 中国 福山大学 中国

尾道市立大学 中国 広島大学大学院 中国

広島文化学園大学 中国 広島大学大学院 中国

広島大学大学院 カザフスタン 広島大学大学院 インドネシア

福山大学 中国 広島大学大学院 中国

広島大学大学院 中国 広島修道大学大学院 中国

マツダ㈱

ベトナム

広島大学大学院 中国

中国

広島大学大学院 中国
センター

奨学金支給者一覧

㈱大創産業

(一財)多山報恩会

㈱広島銀行

広島大学大学院

(敬称略）

広島県留学生活躍支援センターひろしま国際センター

広島修道大学

県民支援



 ひろしま国際センター留学生奨学金制度のご案内  

  広島県内の大学，大学院，短期大学に在籍する私費外国人留学生に対し，奨学金援助を

行い，留学生の勉学生活の安定と，諸外国との友好交流の促進に寄与することを目的とし

た制度です。 

 

１．ひろしま国際センター留学生奨学金制度：1ヶ月 3万円，年間 36万円を分割給付します。 

 １）センター （昭和 63年度から実施） 

   ひろしま国際センターの基本財産の運用益等を原資とする奨学金。 

 ２）企業等協力 （平成 2年度から実施） 

  企業等の寄附(1口 37万円)による冠奨学金。 

  年 2回留学生と支援企業との交流会を開催。 

 ３）県民支援 （平成 6年度から実施） 

  県民の寄附(1口 5千円)による奨学金。 

 

２．渡日等留学生支援に係る奨学金制度：18万円を一括給付します。（平成 26年度から実施） 

 新渡日又は他県からの転入により，新たに県内の大学や短期大学に進学した私費留学生

を対象に，最も生活が不安定な時期である入学後半年間に重点化し，支援を行います。 

 １）ひろしま国際センター 

   ひろしま国際センターの自己財源による奨学金。 

 ２）広島県留学生活躍支援センター 

   広島県留学生活躍支援センターの会費による奨学金。 

 

 平成 26年度 奨学金支給実績  

平成 26年度は，広島県民の方々から 137口，また，41の企業・団体からのご協力を賜り，

合わせて 72名の留学生に奨学金を支給することができました。誠にありがとうございました。 

１．ひろしま国際センター留学生奨学金制度 ２．渡日等留学生支援に係る奨学金制度 

合計 
１）センター ２）企業等協力 ３）県民支援 

４）ひろしま国際

センター 

５）広島県留学生 

活躍支援センター 

3人 47人 2人 

10人 

(前期 6人) 

(後期 4人) 

10人 

(前期 6人) 

(後期 4人) 

72人 

 

■大学別内訳：広島大学（33），広島修道大学（7），広島文化学園大学（7），広島経済大学(5)，

福山大学（5），広島国際学院大学（4），尾道市立大学（2），県立広島大学（2），

広島市立大学（2），比治山大学(1)，広島国際大学（1），広島女学院大学（1）， 

福山市立大学（1），福山平成大学（1） 

 

■国・地域別内訳：中 国（62），ベトナム（4），韓 国（2），モンゴル（1），ネパール(1)，

インドネシア(1)，カザフスタン(1) 



（１）国・地域別
国・地域名 人数 各地域の中の比率 全地域中の比率 国・地域名 人数 各地域の中の比率 全地域中の比率

中華人民共和国 1,354 72.2% 67.9% ロシア 6 50.0% 0.3%

大韓民国 111 5.9% 5.6% ウズベキスタン 3 25.0% 0.2%

ベトナム 90 4.8% 4.5% カザフスタン 2 16.7% 0.1%

インドネシア 84 4.5% 4.2% トルクメニスタン 1 8.3% 0.1%

タイ 36 1.9% 1.8% CIS　計 12 100.0% 0.6%

マレーシア 36 1.9% 1.8% アメリカ合衆国 18 52.9% 0.9%

カンボジア 25 1.3% 1.3% メキシコ 3 8.8% 0.2%

バングラデシュ 18 1.0% 0.9% ブラジル 2 5.9% 0.1%

台湾 18 1.0% 0.9% コロンビア 2 5.9% 0.1%

ネパール 13 0.7% 0.7% ペルー 2 5.9% 0.1%

ラオス 13 0.7% 0.7% コスタリカ 2 5.9% 0.1%

ミャンマー 12 0.6% 0.6% ベネズエラ 1 2.9% 0.1%

スリランカ 11 0.6% 0.6% カナダ 1 2.9% 0.1%

フィリピン 11 0.6% 0.6% ジャマイカ 1 2.9% 0.1%

モンゴル 11 0.6% 0.6% ドミニカ共和国 1 2.9% 0.1%

インド 9 0.5% 0.5% ホンジュラス 1 2.9% 0.1%

アフガニスタン 6 0.3% 0.3% 北・中南米　計 34 100.0% 1.7%

イラン 5 0.3% 0.3% エジプト 10 41.7% 0.5%

シリア 5 0.3% 0.3% ケニア 2 8.3% 0.1%

パキスタン 3 0.2% 0.2% ナイジェリア 2 8.3% 0.1%

サウジアラビア 1 0.1% 0.1% モザンビーク 2 8.3% 0.1%

シンガポール 1 0.1% 0.1% ルワンダ 2 8.3% 0.1%

トルコ 1 0.1% 0.1% エチオピア 1 4.2% 0.1%

パレスチナ 1 0.1% 0.1% シエラレオネ 1 4.2% 0.1%

アジア・中近東　計 1,875 100.0% 94.1% ボツワナ共和国 1 4.2% 0.1%

フランス 12 28.6% 0.6% マラウイ 1 4.2% 0.1%

ドイツ 8 19.0% 0.4% タンザニア 1 4.2% 0.1%

イギリス 4 9.5% 0.2% カメルーン 1 4.2% 0.1%

オーストリア 3 7.1% 0.2% アフリカ　計 24 100.0% 1.2%

スペイン 3 7.1% 0.2% ニュージーランド 2 33.3% 0.1%

ポーランド 3 7.1% 0.2% パプアニューギニア 2 33.3% 0.1%

スロバキア 2 4.8% 0.1% オーストラリア 1 16.7% 0.1%

フィンランド 2 4.8% 0.1% ソロモン諸島 1 16.7% 0.1%

クロアチア 1 2.4% 0.1% オセアニア　計 6 100.0% 0.3%

チェコ 1 2.4% 0.1% 合計　67カ国 1,993 100.0%

ハンガリー 1 2.4% 0.1%

ブルガリア 1 2.4% 0.1%

リトアニア 1 2.4% 0.1%

ヨーロッパ　計 42 100.0% 2.1%

（２）経費別形態
経費形態 人数 比率

国費 166 8.3%

私費 1,732 86.9%

外国政府派遣 95 4.8%

合計 1,993 100.0%

広島県内 国（地域）別留学生在籍状況　（大学，短期大学在籍者）

  平成26年5月１日現在

※高等専門学校、専修学校（専門課程）は除く
(広島県留学生活躍支援センター調べ）



 

 

（公財）ひろしま国際センター交流部 

〒730-0037 

広島市中区中町８番１８号 

広島クリスタルプラザ６階 

TEL：（082）541-3777 

FAX：（082）243-2001 

Mail：hic@hiroshima-ic.or.jp 

交通手段：広電袋町電停から東南に徒

歩５分。平和大通り沿い（北側） 

（公財）ひろしま国際センター研修部 

〒739-0046 

東広島市鏡山３丁目３番１号 

ひろしま国際プラザ内 

TEL：（082）421-5900 

FAX：（082）421-5751 

Mail：hicc@hiroshima-ic.or.jp 

交通手段：ＪＲ西条駅からＪＲバスで

約１５分。水源地前下車後，（広島中央

サイエンスパーク内）徒歩約１２分。 
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