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                 はじめに 

 

 

現在，広島県の在留外国人数は約 50,000人で，そのうち大学院，大学，短期大学及び高等専門

学校で学ぶ外国人留学生は 2,500名を超え，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通じて，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，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す「渡日等留学生奨学金支給事業」も実施しています。 

 

 本小冊子は，平成 30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。 

 

さて，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

の支援を強化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 31年 2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 井上 隆志 
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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・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：県立広島大学大学院・総合学術研究科 

この度は，貴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。今まで頂いた奨

学金のおかげで，自分の研究に専念できるようになりました。この奨学制度を支えてくださっている

皆様に，御恩返しをしたいと思うので一生懸命努力しております。 

この一年間，大学院対象のゼミや授業などでも毎回遅刻・欠席せずに積極的に参加し，学内の他の

教員，学生とも活発に交流を行っております。学業成績・研究の面では，経営学を学習しながら，必

要な資格に関わる試験も同時に頑張っております。その結果，日本語能力試験では N1 を取り，免許

証，ITパスポートを取りました。大学院に入学してから，修士論文のテーマは「中国における電子商

取引企業の持続的な競争優位に関する検討：浙江(せっこう)アリババ電子取引有限責任会社を中心に」

であり，中国の電子商取引企業の持続的な競争優位について研究しておりますが，今まで，大体九割

ぐらい完成し，細かいところについて仕上げています。続いて，生活面では自身と社会の関係の重要

性を認識し，東広島国際センターで国際文化交流活動の中でボランティアとして積極的に参加しなが

ら就活も積極的にやっています。その結果，企業の内定をいただけるようになりました。将来大学院

を卒業し，日本と中国で活躍できる人材になりたいです。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社アスティ」 

 

出身国・地域：中国・陝西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・総合科学研究科 

この度，株式会社アスティ様の支援により，ひろしま国際センターの奨学金を頂くことができ，充

実した留学生活を送ることができました。株式会社アスティ様，ひろしま国際センター，広島県民の

皆様に心より，感謝を申し上げます。いただいた奨学金は研究活動や就職活動のために使わせて頂き

ます。また，12 月の交流会を通じて，勉学や研究についての様々なご知見を得ることができました。 

この一年を振り返りますと，奨学生の採用により，研究に専念することができ，研究が順調に進め

ることができました。現在，修士論文の執筆を行っているところです。また，学業以外では，広島県

留学生活躍支援センター主催の「就職活動実践セミナー」を受講させていただきました。おかげさま

で，無事に広島県内の企業の内定を頂くことができました。 

末筆ではございますが，再び株式会社アスティ様，ひろしま国際センター及び広島県民に深くお礼

を申し上げます。皆様のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 

「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：トルコ 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

この度，平成 30 年度の奨学生として，奨学金をいただき，誠にありがとうございます。この 1 年

間では，ひろしま国際センターと支援企業・団体の皆様のおかげさまで，学業に取り組んで，充実し

た留学生生活を送ることができました。この間，ひろしま国際センターが主催したイベントに参加さ

せていただいて，企業とほかの学生さんたちと交流ができました。皆様との交流はとても楽しかった

です。 

現在は 2年生で，毎日研究に専念して，論文を読んでいます。今まで日本のいろいろなところを観

光することができ，日本の伝統に感動しました。 
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将来，帰国し，日本で学んだ様々な知識と経験を活かし企業に伝えたいと思います。 

最後に心から感謝の気持ちを申し上げます。誠にありがとうございます。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社ウッドワン」 

 

出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

広島大学工学研究科博士課程前期 2年の留学生です。まず，ウッドワン株式会社の支援によるひろ

しま国際センターの奨学金をいただき，誠にありがとうございます。採用された際，家族とともに，

心より感謝しました。 

博士課程前期 2年になった時，研究に打ち込めば打ち込むほど，経済面でも大変苦労を強いられて

きた私にとって，奨学金はまさに助けになりました。私の研究は建築に関する分野なので，本当に毎

日研究室と実験室に閉じこもる状態です。もちろん，研究ということはすごく楽しんでいます。この

奨学金のおかげで，アルバイトの時間が減り，多彩な交流活動を体験でき，学業でたまるストレスを

軽減することができました。 

学業に専念して，自分の学力向上のために，9 月に全国建築学会大会へ参加しました。自分の研究

内容を発表しました。しかし，今の自分はまだまだ未熟ですが，精一杯研究者の道に進んでいきたい

と思っております。今から自分の実験を進めて，修士論文が順調に終わるように頑張ります。 

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。

また，12月の交流会でウッドワン株式会社の方と交流することを楽しみにしております。 

 

 

「企業等協力奨学金・賀茂鶴酒造株式会社」 

 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：福山平成大学・経営学部 

この度は，平成 30 年度のひろしま国際センター奨学生として，賀茂鶴酒造株式会社様より奨学金

のご支援を賜り，心より感謝申し上げます。 

奨学金のおかげで勉学に打ち込むことができました。例えばビジネス日本語養成研修に参加しまし

た。日本語能力試験 N1の合格を目指して勉強しました。 

大学では卒業論文にすでにとりかかりました。テーマは在日外国人の環境についての研究です。現

在は都道府県別，国別，在留資格別に外国人数を調査し，外国人にとって住み易い環境とは何かを考

察中です。 

この一年間は非常に充実した一年となりました。将来は日本で就職できるように努力していきます。

この度は本当にありがとうございました。 

 

 

「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・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経済学部 

この度は，カルビー株式会社広島工場の協力による奨学金に採用していただきまして，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まして感謝しております。 

この一年間，大学授業とアルバイトは忙しいですが，頑張っています。また，「広島経済大学学園

祭」や「祇園一斉清掃」などの活動に参加しました。活動を通じて，日本人とのコミュニケーション

ができて，良かったと思っています。これからも学内だけではなく，学外も多くのイベントや活動を
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参加し，いろいろな経験を積んでいきたいと考えております。 

私は将来，日本で就職したいと思っています。そのため，大学で経営に関する知識をしっかり勉強

していきたいです。また，ビジネス日本語と英語の勉強も力を入れたいと思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・国際ソロプチミスト広島」 

 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・情報文化学部 

奨学金をくれてありがとうございます。奨学金を頂いたおかげで勉強の時間が増やすことができ，

集中して学ぶことができました。これから学習に必要な教科書や自分の学科に関する本を購入するこ

とができるようになりました。 

 この 1年間で日本人の友達をたくさん作って，授業の内容，または広島の歴史，文化を理解するこ

とができるように頑張りたいと思います。特に，今年の 12月に日本語能力試験（N2）に合格出来るよ

う，日本語を上達したいと思います。さらに学校の国際交流センターで外国人，日本人と交流をし，

国際交流のイベントやボランティア活動も参加したいと思います。 

 大学を卒業後，日本で就職したいと思います。日本語の教師，または通訳を目指します。本当にあ

りがとうございます。これから一生懸命勉強に力をいれていき，社会のために働けるように目指しま

す。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社シンギ」 

 

出身国・地域：台湾 

大 学 ・ 所 属：尾道市立大学大学院・経済情報研究科 

この度，奨学金をいただいて心から感謝いたします。日本で自分の論文を深く研究しようとするき

っかけは，以前交換留学生として日本に来て，いい先生と出会ったからです。しかし，現実ではいろ

いろな阻害があり，特に生活するためのお金です。株式会社シンギ，ひろしま国際センターのおかげ

で，私の夢に近づきました。 

小学生の時，日本のアニメを見て，中学生の時，日本の漫画を読んで，高校の時，日本の小説やド

ラマを見て，大学生の時は，日本語を勉強しました。日本という国は，以前から私の憧れでした。い

つかこの素晴らしい国に行き，生活する夢が叶えますか？今この夢が現実になりました。現在，日本

で生活してもう三年目です。私はこの三年間の経験や学んだ知識を生かしたいと思っています。日本

で就職するのは現在の目標です。日本からいっぱい助けをもらった私は自分の力で恩を返したいです。

このため，日本で働き，日本の社会に貢献します。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社第一学習社」 

 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：福山市立大学・教育学部 

この度は，株式会社第一学習社支援によるひろしま国際センター留学生奨学金に採用していただき，

誠にありがとうございます。私は入学の 1年間のあいだで，7月に広島県の「外国人日本語よみかた

りコンクール」に参加しました。留学生たちは自分の母国文化や伝統を民話，絵本を通して，広島の

住民と交流していて，中国，日本以外の国々の伝統民話を学んで視野が広がりました。日本の音楽演

奏団体の演奏を聞いて，どんな国の人でもその時の感動の気持ちは同じだと感じました。そして，コ

ンクール以外では，福山市立大学学内の教育サークルで小学校放課後チャレンジ教室へ参加していま
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で就職するのは現在の目標です。日本からいっぱい助けをもらった私は自分の力で恩を返したいです。

このため，日本で働き，日本の社会に貢献します。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社第一学習社」 

 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：福山市立大学・教育学部 

この度は，株式会社第一学習社支援によるひろしま国際センター留学生奨学金に採用していただき，

誠にありがとうございます。私は入学の 1年間のあいだで，7月に広島県の「外国人日本語よみかた

りコンクール」に参加しました。留学生たちは自分の母国文化や伝統を民話，絵本を通して，広島の

住民と交流していて，中国，日本以外の国々の伝統民話を学んで視野が広がりました。日本の音楽演

奏団体の演奏を聞いて，どんな国の人でもその時の感動の気持ちは同じだと感じました。そして，コ

ンクール以外では，福山市立大学学内の教育サークルで小学校放課後チャレンジ教室へ参加していま
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す。4，5，6 年級の教育を学んでいる一方，先輩たちとの話し合いはもっと勉強になります。子ども

一人一人の特徴に応じて，適切な指導ができるようになります。あとは，教室内の環境やプリント作

成など，子どもが勉強しやすいようにみんなが努力しています。最後に，学外では，福山市の保育園

で週 1回くらい保育園生活を体験しています。中国と日本の保育は仕組みが違うので，できるだけ体

験しながら学習をしています。将来は自分が学習した知識，体験した経歴を日本の教育現場で実践で

きるように希望しています。 

 

 

「企業等協力奨学金・ダイキョーニシカワ株式会社」 

 

出身国・地域：中国・福建省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

この度，ひろしま国際センター留学生奨学生として，ダイキョーニシカワ株式会社様に感謝申し上

げます。 

今年は初めて学会に参加しました。自分が研究して，成果を研究者に発信しています。また，研究

に関する質問もいただきました。それらの質問を通じて，さらに自分の研究力を向上させます。また，

学業においても進んでいます。自分が広島県の優しい人ときれいな自然環境に感心して，広島県に就

職することを決めました。ご支援のおかげで，この一年間にアルバイトをする時間を控え，研究や就

活に専念することができました。最後に無事に内定をいただきました。現在は修論に向けて，研究や

論文の作成に取り組んでいます。 

卒業後，留学生活での経験や大学院で学んだ専門知識を生かし，中国と日本の経済文化交流に貢献

したいです。学んだ知識で将来の仕事に活用できるように頑張っていきたいです。 

最後に再びダイキョーニシカワ株式会社様とひろしま国際センターの方々に感謝を申し上げたい

と思います。このたびのご支援，ありがとうございます。今後，感謝の気持ちを持って，広島の発展

につながるように努力いたします。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社大創産業」 

 

出身国・地域：中国・江蘇省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

この度，株式会社大創産業の支援により，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，誠にありがとうございます。 

また，株式会社大創産業の支援のおかげで，この一年間，学生として非常に有意義な生活を過ごす

ことができました。経済の負担を軽減されたため，修士論文を集中的に書けるようになりました。そ

して，国際イベントの参加を通して，異文化の魅力的なところも感じられました。ほかに，今年も学

会ではじめて自分の研究を発表して，とてもうれしいです。 

最後に，再び奨学生として，心から感謝を申し上げます。株式会社大創産業とひろしま国際センタ

ーの恩恵を忘れずに，しっかり勉強しようと思います。 

 

 

 

出身国・地域：マダガスカル 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

この度は，奨学生に採用していただき，誠にありがとうございます。修士 1年生の時，学費や生活

費を稼ぐ為にアルバイトをやっていました。しかし，その頃研究も始めたためアルバイトをする時間

がなくなりお金に困っていました。この奨学金をいただいたおかげで学費が払えるようになったため

お金の心配がなくなり大変助かりました。支援企業の皆様そしてひろしま国際センターの皆様に心か
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ら感謝しております。 

この一年間は就職活動と研究活動に取り組みました。まず就職活動に関しては IT が社会を変える

武器の一つと信じ IT 業界を目指し，無事に就職先が決まりました。そして研究活動も奨学金のおか

げでもっと研究に時間を割り当てることができ，予定より研究結果が出て，修士論文も書いています。 

夢または目標は世界で活躍できるような立派な社会人になり自分が学んだ知識を生かし，社会そし

て広島県に貢献することです。ご支援いただいている全ての方に重ねてお礼を申し上げます。 

 

 

 

出身国・地域：中国・湖北省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

この度は，平成 30 年度ひろしま国際センター留学生奨学金に採用していただき，誠にありがとう

ございます。私は中国の北京第二外国語大学と広島大学の間で取り結ばれているダブルディグリープ

ログラムに参加しているため，両校に学費を支払うことが大きな負担となっており，経済的困難を抱

えています。ご支援のお蔭で，私は修士論文に専念することができ，時間をかけてフィールドワーク

を行い，研究対象と深く交流することができるようになりました。 

この一年間は修士論文の作成を中心として取り組んでおり，研究対象の中国残留孤児達の他，広島

市基町アパートに居住している日本人住民と何回も交流を行いました。歴史を忘れることなく，平和

を大切にし，微力ながら世界各国の人々の友好と相互理解，及び広島県多文化発展を促進していきた

いと考えています。 

このたびのご支援，ほんとうにありがとうございます！ 

 

 

 

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 

この度，大創産業のご協力により，奨学金をいただき，誠にありがとうございます。この一年間で，

私は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。 

留学生活では，私は在日する外国人の異文化適応について研究しております。現在のところでは，

毎日たくさんの資料を読み，自分の研究に参考できるものを整理しております。これからは論文を書

くため，インターネットでアンケート調査を行っていきたいと考えています。研究している上でも

色々活動に参加しました。例えば，学校のオープンキャンパスで留学生代表として発言したり，広島

市荒神町運動会に参加したりしました。いろんなバックグランドを持つ方とコミュニケーションがで

きて，すごく楽しく思っています。 

私は来年の 3月から就職活動を始める予定です。これからも感謝の気持ちを忘れず，社会の役に立

つ人間になれるように頑張りたいと思います。 

 

 

 

出身国・地域：中国・黒龍江省 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・情報文化学部 

大学 2年後期の時に私は授業へほぼ 100％出席していました。そのうちに 21単位を取得しました。

高城チャレンジへ参加しました。新入生をサポートしたり，ここで私は高城チャレンジのグループに

入って活動をしました。第 1回の女性セミナーと新入女子学生懇談会へ参加しました。3年生になっ

てから，日本語能力試験 N1を取りたいです。大学を卒業後に，日本で就職するつもりです。奨学生に

選ばれたことでアルバイトを最小限度に押さえることができ，勉強や学生のうちにしか出来ない貴重

な時間を作ることができました。 
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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

担を軽減することができ，母も私も大変感謝しております。この一年間で，私はアルバイトの時間を

減らして，学業に専念することができ，本当に心から感謝しております。 

将来の夢は，広島県と実家（黒龍江省）の友好交流の橋になりたいです。来年の 3月，私は卒業し

ます。来年から日本で仕事が始まると思います。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。こちらの日本の友達と話したら，黒龍江省のことは皆さんもあまりご存知ないそうです。私

は友達に中国の文化や歴史，食べ物などを紹介しました。友達が大変興味を持ってくれて嬉しかった

です。 

将来は，広島県と黒龍江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・一般財団法人多山報恩会」 

 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

2018年７月に，私はひろしま国際センター様を通じて，一般財団法人多山報恩会様から奨学金をい

ただいて，生活や，勉強上では大変助けになります。ここにおいて，感謝の気持ちを伝えたいです。

どうもありがとうございます。 

インド哲学を専門として，この一年間主に本の海洋に泳いでいました。しかも，楽しんでいます。

哲学は魅力的な世界ですから，生活に今までまだ考えていないこと，これから多分考えていくことな

どについて，古人の智慧結晶を参照しながら，少し考えました。自分と他人の関係，及び自分と社会

の関係をどうすればいいのかについて，最終的結論はまだ出てこないとしても，少し理解するように

なりました。孤独であるとしても，自由である。自由であるとしても，群体に属する。逃げないよう

に，心から自分と他人を抱くのは大切だと思います。では，皆様も穏やかな心を持つように。 

勉強以外，ひろしま国際センター様のおかげで，ひろしま美術館に何度も通っていて，すごく嬉し

いです。色んな名作を見て，幸せと憧れをもらいまして，どうもありがとうございます。 

これからひろしま国際センター様もまたますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

 

 

出身国・地域：バングラデシュ 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・医歯薬保健学研究科 

私は広島大学医歯薬保健学研究科の学生で，平成 30 年度ひろしま国際センター奨学金の奨学生で

す。 

ひろしま国際センター奨学金の受給者に選ばれたことを大変光栄に思います。そして，支援団体の

多山報恩会とひろしま国際センターに心から感謝の意を表したいと思います。 

バングラデシュで，私は薬学の学士号を取得しました。広島大学では，修士課程の 1年生です。 私

の専攻は健康科学です。母国で薬理学に関する基礎研究を行いたいと考えています。 

日本は，世界で最も先進的な国の一つです。そして，世界の他のどの国よりも非常に安全な国です。

日本の文化や生活様式はとても良いです。特に日本の人々は非常におとなしいです。私は，広島が他

のどの県よりも好きです。広島と広島大学は，とても有名です。広島大学は，日本で最高の大学の一

つです。そのため，私は，広島大学を選びました。 

日本の生活費と教育費は非常に高いです。日本で教育費を維持することは私にとって非常に困難で

す。この奨学金のおかげで，私は目標達成の可能性をさらに高めることができました。実際，パート

タイムの労働時間を減らすことができ，経済的な負担が少なくなり，研究の時間を増やすことができ
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ました。今，私は研究とクラスの講義にもっと時間を割けるようになりました。 

特に，パーティーに招待していただいた多山報恩会に感謝したいと思います。私にとって非常に思

い出に残る一日でした。私へのもてなしをとても嬉しく思いました。また，今年はひろしま国際セン

ターの奨学生全員を招いての交流会もとても楽しみました。 

一般財団法人多山報恩会とひろしま国際センターからの私への助けとすばらしい支援に，改めて心

の底から感謝したいと思います。 

 

 

 

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，ひろしま国際センター留学生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。奨学金をいただいたおかげで，アルバイトなどに忙殺されることなく学業に集中することができ

ました。通常は，研究に必要な書類などの費用も大きな負担となりがちですが，これらの費用も奨学

金から捻出させていただくことができました。多山報恩会やひろしま国際センターの皆様に心から感

謝を申し上げます。 

経済上の援助だけではなく，多山報恩会が企画してくれた交流会のおかげで，普通の学生生活を送

っていてはお会いすることができない人生の大先輩の皆さんと直接話をしたり，アドバイスをいただ

くことができます。奨学生に選ばれて良かったと思える瞬間です。 

私は現在，日本と中国のコンビニエンスストアの経営戦略を研究しています。将来，日本で研究し

た成果を活かし，自分のコンビニを持ちたいと思いました。この一年間の恩恵を繋げ，残された学生

生活でこれまで以上に勉強を頑張り，夢の舞台で活躍できる人間に一歩でも近づく努力を続けたいと

思います。再びお礼を申し上げます。貴重なご縁を，ご援助をありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社中国新聞社」 

 

出身国・地域：中国・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学・商学部 

この度，奨学金に採用していただき，中国新聞社とひろしま国際センターに感謝します。 

この一年間，学業だけではなく，学校行事にも力を入れました。自分は留学生会の一員として，大

学祭に出店し，皆と共に成功をおさめました。同時に初回目の留学生会主催の運動会を開催し，日本

人学生と交流しながら，楽しく過ごすことができました。 

また，学業においては，韓国語試験に向けて，力を入れています。来年 4月で 5級か 6級をとるこ

とに頑張っています。 

こうして，生活費の工面をしていただくことで，勉学の時間を増やすことができました。改めて，

誠にありがとうございます。これからも，頑張っていき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・湖北省 

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

授業料と生活費の一部として使わせていただきます。 

私は現在，広島大学工学研究科の博士課程後期の二年生として在籍しており，制御に関する研究を

しております。研究が進めば進むほど，毎日研究室にいる時間が長くなっています。今回の奨学金の
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ました。今，私は研究とクラスの講義にもっと時間を割けるようになりました。 

特に，パーティーに招待していただいた多山報恩会に感謝したいと思います。私にとって非常に思

い出に残る一日でした。私へのもてなしをとても嬉しく思いました。また，今年はひろしま国際セン

ターの奨学生全員を招いての交流会もとても楽しみました。 

一般財団法人多山報恩会とひろしま国際センターからの私への助けとすばらしい支援に，改めて心

の底から感謝したいと思います。 

 

 

 

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，ひろしま国際センター留学生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。奨学金をいただいたおかげで，アルバイトなどに忙殺されることなく学業に集中することができ

ました。通常は，研究に必要な書類などの費用も大きな負担となりがちですが，これらの費用も奨学

金から捻出させていただくことができました。多山報恩会やひろしま国際センターの皆様に心から感

謝を申し上げます。 

経済上の援助だけではなく，多山報恩会が企画してくれた交流会のおかげで，普通の学生生活を送

っていてはお会いすることができない人生の大先輩の皆さんと直接話をしたり，アドバイスをいただ

くことができます。奨学生に選ばれて良かったと思える瞬間です。 

私は現在，日本と中国のコンビニエンスストアの経営戦略を研究しています。将来，日本で研究し

た成果を活かし，自分のコンビニを持ちたいと思いました。この一年間の恩恵を繋げ，残された学生

生活でこれまで以上に勉強を頑張り，夢の舞台で活躍できる人間に一歩でも近づく努力を続けたいと

思います。再びお礼を申し上げます。貴重なご縁を，ご援助をありがとうございました。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社中国新聞社」 

 

出身国・地域：中国・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学・商学部 

この度，奨学金に採用していただき，中国新聞社とひろしま国際センターに感謝します。 

この一年間，学業だけではなく，学校行事にも力を入れました。自分は留学生会の一員として，大

学祭に出店し，皆と共に成功をおさめました。同時に初回目の留学生会主催の運動会を開催し，日本

人学生と交流しながら，楽しく過ごすことができました。 

また，学業においては，韓国語試験に向けて，力を入れています。来年 4月で 5級か 6級をとるこ

とに頑張っています。 

こうして，生活費の工面をしていただくことで，勉学の時間を増やすことができました。改めて，

誠にありがとうございます。これからも，頑張っていき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・湖北省 

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

授業料と生活費の一部として使わせていただきます。 

私は現在，広島大学工学研究科の博士課程後期の二年生として在籍しており，制御に関する研究を

しております。研究が進めば進むほど，毎日研究室にいる時間が長くなっています。今回の奨学金の
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おかげで，アルバイトの時間を減らし，生活に困らず，研究に専念させていただくことができて，あ

りがたい限りです。 

進路につきましては，私は日本で就職したいと思っております。そのため，今日本語の勉強と研究

に力を注いでおります。 

今回の交流会では，中国電力株式会社の方にお会いできず，感謝の気持ちを自分の口から申し上げ

られなく，とても残念だと思っております。ご支援をいただいたことに恥じぬよう，これからの学生

生活も真面目に送ってまいりたいと考えております。 

末筆ながら中国電力株式会社とひろしま国際センター関係者の皆様にお礼を申し上げるとともに，

皆様のご健康をお祈り申し上げます。 

 

 

「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・内モンゴル自治区 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

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，心より感謝いたし

ます。 

修士課程 2年生に入ってから，学業が忙しくなりました。今回，株式会社中国放送と広島テレビ放

送株式会社のご支援のおかげで，アルバイトの時間を減らせて，さらに自分の研究に集中することが

できました。いただいた奨学金は，研究するためのアンケート調査にも活用できて，本当に助かりま

した。最近，収集したデータを利用して卒業論文を書いております。 

また，就職活動も進めております。将来，日本留学から学んだ知識や日本の優れた文化習慣を活用

させて，日系企業での働きに向けて頑張っていきたいと思います。 

最後になりますが，再び，ひろしま国際センター留学生奨学金に携わる皆様にお礼を申し上げます。

ありがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社中電工」 

 

出身国・地域：マレーシア 

大 学 ・ 所 属：広島国際大学・総合リハビリテーション学部 

この度，私を選んで下さって心から感謝を申しあげます。おかげさまで苦労なく過ごすことができ

ました。七月の豪雨災害が大変だったであろうと思います。こちらも大きな山崩れがありましたが，

完全に復活していて，順調に講義を行っています。またこのような出来事があった時に安全に避難で

きるようお祈り申し上げます。 

立派な義肢装具士になるために私はこの一年間勉強に励んでいて，前期に自分なりの成績を習得で

きました。前期に大阪にあるバリアフリー展に行って，色々な新しい技術を見ることができました。

後期は本格的に義肢装具の作り方の授業が始まって，今はやりがいのある生活をしています。大学祭

の時，部活動で出店しました。また，授業として 12 月 8 日に呉市であるふれあいコンサートをボラ

ンティアとして参加します。初めてこのようなボランティアに参加するので楽しみにしています。こ

れからも色々な経験を重ねていきたいと思っています。 
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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・北京市 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

この度，株式会社テレビ新広島と株式会社広島ホームテレビから奨学金をいただき，心から深くお

礼を申し上げたいと思っております。テレビは世界に日本の文化を輸出する重要な窓口だと思います。

ここですべてのテレビスタッフの堅守と革新に敬意を表します。 

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，

自分の研究に専念することができ，さらに 2つの短編映画を作ることができ，誠に感謝しております。

実は，映画作りだけではなく，今年，私は広大の天文研サークルに参加し，たくさん友人ができまし

た。そして広島国際アニメーションフェスティバルと広島国際映画祭のボランティアとして働き，

色々優秀な作品を拝見させていただき，自分の視野を広げています。 

時の流れは本当に早いと感じます。こんなに美しい，空気が良い広島で一年の四季の変化を味わう

ことができて，私は本当に幸せです。将来も，奨学生として，ご恩と感謝を忘れず，日本と中国の間

の架け橋となって活躍していきたいと思っております。 

 

 

「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：広島工業大学・工学部 

この度は，株式会社東洋シート協力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。私は学生にしかできないことを思う存分発揮し，悔いのない学生生活のため，各種活

動にも励んできました。研究，日本語の勉強どれも手を抜くことなく自分の思うように精一杯やりき

ることができました。これも奨学金のおかげで，金銭的な負担の軽減が影響していると実感し，本当

に感謝しています。 

私は 2018年 8月 30日広島県留学生活躍支援センターでの「国際賛助会員の集い（留学生との交流

会）」というイベントを参加しました。10月 20日にヒロシマ・メッセンジャーとして，広島平和文

化センターの重慶の日記念イベントで，司会として参加しました。 

色んな活動を参加する事を通じて，自分の日本語が上手くなって，新しい知識を身につけて，たく

さんの人と友達になりました。また，将来就職のために，BJT ビジネス日本語能力テストも受けまし

た。これからも，日々精進していきたいと思います。 

 

 

「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：広島文化学園大学・社会情報学部 

この度，南条装備工業株式会社協力留学生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。奨学生に採用されたことで，学習に対する意識も高まり，何事にも前向きな気持ちで取り組

んでいます。 

3月から，9ヶ月ぐらいの留学生活を振り返ると，とても充実していたと思います。勉強について，

日本語の学習だけではなく，コンピュータと英語のいろいろな知識を身につけて，自分の能力は大き

くアップしたと思います。日本語について，文字や文法だけではなく，文化も勉強しています。コン

ピュータは，今データ解析を勉強しています。また，英語を含めた韓国語，フランス語の 3か国語を

勉強しています。勉強以外の活動も多いです。各大学のオープンキャンパスを参加し，日本人やアメ

リカ人と色々な交流しました。様々な異文化を経験することになります。知識や見識を大幅に向上し

たと思います。 
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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・北京市 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

この度，株式会社テレビ新広島と株式会社広島ホームテレビから奨学金をいただき，心から深くお

礼を申し上げたいと思っております。テレビは世界に日本の文化を輸出する重要な窓口だと思います。

ここですべてのテレビスタッフの堅守と革新に敬意を表します。 

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，

自分の研究に専念することができ，さらに 2つの短編映画を作ることができ，誠に感謝しております。

実は，映画作りだけではなく，今年，私は広大の天文研サークルに参加し，たくさん友人ができまし

た。そして広島国際アニメーションフェスティバルと広島国際映画祭のボランティアとして働き，

色々優秀な作品を拝見させていただき，自分の視野を広げています。 

時の流れは本当に早いと感じます。こんなに美しい，空気が良い広島で一年の四季の変化を味わう

ことができて，私は本当に幸せです。将来も，奨学生として，ご恩と感謝を忘れず，日本と中国の間

の架け橋となって活躍していきたいと思っております。 

 

 

「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：広島工業大学・工学部 

この度は，株式会社東洋シート協力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。私は学生にしかできないことを思う存分発揮し，悔いのない学生生活のため，各種活

動にも励んできました。研究，日本語の勉強どれも手を抜くことなく自分の思うように精一杯やりき

ることができました。これも奨学金のおかげで，金銭的な負担の軽減が影響していると実感し，本当

に感謝しています。 

私は 2018年 8月 30日広島県留学生活躍支援センターでの「国際賛助会員の集い（留学生との交流

会）」というイベントを参加しました。10月 20日にヒロシマ・メッセンジャーとして，広島平和文

化センターの重慶の日記念イベントで，司会として参加しました。 

色んな活動を参加する事を通じて，自分の日本語が上手くなって，新しい知識を身につけて，たく

さんの人と友達になりました。また，将来就職のために，BJT ビジネス日本語能力テストも受けまし

た。これからも，日々精進していきたいと思います。 

 

 

「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：広島文化学園大学・社会情報学部 

この度，南条装備工業株式会社協力留学生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。奨学生に採用されたことで，学習に対する意識も高まり，何事にも前向きな気持ちで取り組

んでいます。 

3月から，9ヶ月ぐらいの留学生活を振り返ると，とても充実していたと思います。勉強について，

日本語の学習だけではなく，コンピュータと英語のいろいろな知識を身につけて，自分の能力は大き

くアップしたと思います。日本語について，文字や文法だけではなく，文化も勉強しています。コン

ピュータは，今データ解析を勉強しています。また，英語を含めた韓国語，フランス語の 3か国語を

勉強しています。勉強以外の活動も多いです。各大学のオープンキャンパスを参加し，日本人やアメ

リカ人と色々な交流しました。様々な異文化を経験することになります。知識や見識を大幅に向上し

たと思います。 
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最後になりましたが，ご支援してくださった皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

 

「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・黒龍江省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

2018年度ひろしま国際センターの奨学生に採用され，留学生を支援して頂き，誠にありがとうござ

います，また，西川ゴム工業株式会社の皆様に感謝を申し上げます。 

毎月の奨学金をありがとうございます。充実した生活が送れていることに感謝しております。私の

研究と日本での生活について報告させていただきます。前日，この奨学金を支えてくださっている西

川ゴム工業株式会社様にお礼の手紙を送りました。この奨学金のおかげで，The 7th Japan-Korea 

Conference for Young Foundry Engineersと呼ばれる学会に参加することができ，研究を発表するこ

とができました。今後も勉強や研究を続けていけることをとても嬉しくおもっています。 

この奨学金のおかげで，生活面に心配せず，アルバイトに時間を多く割かず，勉強に専念させてい

ただくことができ，ありがたい限りです。 

来年はＤ３に進級します，なるべく早く学位を取り，将来日本で就職したいと思っております。今

後もよろしくお願いします。 

 

 

「企業等協力奨学金・広島ガス株式会社」 

 

出身国・地域：インドネシア 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・国際協力研究科 

インドネシアから来ました，広島大学大学院国際協力研究科に在籍している留学生です。 

毎月の奨学金をありがとうございます。先日，この奨学金を支えてくださっている広島ガス株式会

社様にお礼の手紙を送りました。おかげさまで充実した学生生活が送れています。 

この度は，私の日本での生活についてご報告させていただきます。 

この奨学金のおかげで，台湾で開かれた「第 8 回東アジア数理教育学会（EARCOME）」と日本での 

「全国数学教育学会（JASME）」に出席することができました。またその学会で，私の研究について発

表をすることもできました。この経験を基に，今後よりよい研究を続けていけることをとてもうれし

く思っています。 

夏には，広島ガス株式会社様から，国際協力の活動に関するパンフレットを日本語から英語に翻訳

するように頼まれました。これは私の日本語を学び，改善する良い機会です。 

また，この奨学金のおかげで，研究のデータ収集のために母国に帰ることができました。本当に感

謝しています。 

10月には，インドネシアのバリ島で開催された「第 5回国際数理教育学会（ICMSE 2018）」にも出

席しました。 

12月には，交流会に参加できることを楽しみにしております。 

今一度，広島ガス株式会社の皆様とひろしま国際センターの皆様に，日本での素晴らしい経験の機

会を与えてくださったことに感謝申し上げます。 
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「企業等協力奨学金・株式会社広島銀行」 

 

出身国・地域：中国・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・社会科学研究科 

今年度，株式会社広島銀行の支援により，ひろしま国際センターの奨学金を頂戴し，誠にありがと

うございます。また，広島県民の親切により，いろいろな助けをもらえて一年間の生活を送ることが

できて，心より感謝を申し上げます。 

ひろしま国際センターが主催した企業などとの交流会により，企業や団体などと交流ができ，本当

に嬉しかったです。また，学校などからの他の機会を利用して企業・団体などとの交流を深め，いろ

いろな経験をすることができました。また，ボランティア活動の参加により，日本の文化について理

解が深まり，日本に対する認知度が高まっています。その文化がますます好きになっています。 

この一年間，奨学金のご支援により，時間をもっと論文作成のために使うことができ，犯罪予防に

関する研究も進んでいます。修論が早期に初稿が完成し，そして研究を深化し，論文発表もできまし

た。この後も，引き続き時間を活用し，知識の向上のために努力すると同時に，地域の活動を参加し，

実践力を強化し，社会に貢献したいです。 

皆さんのご支援，心よりお礼を申し上げます。 

 

 

 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

支援してくれた企業・団体，広島県民，ひろしま国際センターの皆さん，本当にありがとうござい

ます！長年，来日の留学生を支えるのは，偉大な事業だと思います。私はこの留学生の一員として，

皆さんの手伝いをいただき，本当に幸いだと思います。 

この一年間，皆さんの支援のおかげで，進学の夢を叶えるために，専念に勉強することができまし

た。このほか，現地の人たちと積極的に交流しました。これによって，もっと深く広島県の文化だけ

ではなく，日本の文化もよく勉強になりました。日本の可愛い人から日本の魅力をよく感じました。

これからの二年間も日本に勉強してきて，今まで会わない日本の美しい様子を探索していきたいと思

います。また，2020年の盛会を迎えるために，東京オリンピック大会のボランティアを応募しました。

その時，大会の成功のために，自分の力を尽くします。 

最後に再び，支援してくれた皆さんに，ありがとうございます！各企業・団体，ひろしま国際セン

ターのますますのご発展と広島県民のご健康をずっとお祈り申し上げます！ 

 

 

「企業等協力奨学金・一般社団法人広島県医師会」 

 

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 

此の度，一般社団法人広島県医師会からご支援をいただき，心より感謝の意を表したいと思います。

また，留学生の事業に積極的に取り組んでいるひろしま国際センターにも深くお礼を申し上げます。 

私は今年から修士 2年生になり，奨学金をいただいたおかげで，生活面での経済的負担が軽減され

たことによって，修士論文一筋に打ち込むことができました。学業のほか，半年前に介護施設でのア

ルバイトをチャレンジしてみました。毎日おばあちゃんたちと一緒に過ごしてきた時間は，故郷から

遠く離れた日本の地にいる私にとって，非常に心の温まるものでした。 

将来の進路については，かつては就職活動をしましたが，修士論文とのバランスが取れていなくて，

うまくいきませんでした。修論を完成させたら，日本での就職活動をもう一度再開しようと思ってお

ります。 

最後に再び心の底から，一般社団法人広島県医師会及びひろしま国際センターに深く感謝いたしま

す。ありがとうございました。 
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「企業等協力奨学金・一般財団法人広島国際文化財団」 
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一般財団法人広島国際文化財団のご支援を賜り，いただいた奨学金は，日本国内だけではなく，海外
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方および学術発表の仕方について学ぶことができ，今後の学業に活かしていきたいと思います。 
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をできるだけ減らすことができ非常に感謝しています。また，外国人居住者の多い広島で，異文化の

融合を味わうことができ，多様な文化を理解し合うこともでき，グローバルを考える姿勢も身につき

ました。これからも大学院で培った知識を活かし，広島県における国際交流・国際理解に関する事業

に取り組んでいきたいと思っております。 

最後に，重ねてお礼を申し上げるとともに，皆様のご健康およびご活躍を心からお祈り申しあげま

す。この度は本当にありがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・広島信用金庫」 

 

出身国・地域：中国・陝西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

ひろしま国際センターの奨学金で支援してくださった広島信用金庫様に心より深くお礼申し上げ

ます。奨学金を頂くことにより，安心して研究に励むことができました。 

私は，教員になるために広島大学・教育学研究科での勉学に励んでいます。これからの人生で，教

育にかかわる各課題に積極的に取り組んでいきたいと思います。将来，「教員」としてより「深い」

人になるためには，様々な活動に参加しています。広大が主催した留学生交流会や，西条の酒祭りな

どの有意義なイベントを経験させていただきました。このようなイベントへの参加により，たくさん

の人と出会い，日常生活では体験できないようなことも楽しんできました。来年，私はポスドクを申

請したいと考えており，いまの研究をさらに深く掘り下げたいと考えています。最後になりましたが，

ご支援してくださった広島信用金庫様に重ねて深くお礼申し上げます。奨学生の名に恥じぬよう，こ

れからも頑張っていきます。 

 

 

「企業等協力奨学金・広島電鉄株式会社」 

 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・情報文化学部 

いつもお世話になっております。広島国際学院大学情報文化学部 2年生の留学生です。このたびは，

2018年度のひろしま国際センター留学生奨学金のご支援をいただけることになりまして，心より感謝

いたしております。 

本年度は，私は主に専門科目（経営ビジネスコース）を勉強していることと国際交流会の参加する

こととこれまで以上に勉学に忙しい年となります。そのような中で，温かいご支援をいただけますこ

とは，アルバイトなどに時間を割く心配なく勉学に専念させていただくことができ，ありがたい限り

です。 

それに，ひろしま国際センター留学生奨学金のご支援のおかげで，私の GPAの結果は昨年よりも高

くなっていました。また，私は積極的に社会活動に参加しています。具体的には中央公園芝生広場に

て当協会は「ぺあせろべ」というお祭りに参加していました。他には広島市留学生会館のお祭りも参
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加しています。ここで私は文化交流，友達作り，ベトナムの料理文化を友人の世界に紹介する機会を

得ました。尚，ベトナム料理の収益金はこの 7月の豪雨災害で被災された方々への義援金として使わ

せて頂きます。これは本当に私にとって意味のあることだと思います。国際交流会を通じて，コミュ

ニケーションスキルを向上させることもできました。この奨学金は私の未来と完全な教育を信頼する

のに役立ちます。 

このご支援に恥じぬよう，残りの学生生活を真面目に丁寧に送ってまいりたいと考えております。

このたびのご支援，ほんとうにありがとうございます。 

再度感謝を申し上げまして失礼いたします。 

 

 

「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・河北省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

この度，ひろしま国際センターを通じて，株式会社広島東洋カープから奨学金をいただきまして，

心からお礼を申し上げます。貴社の支援のお陰で，アルバイトの時間を減らし，学業や課外活動の時

間を増やすことができました。充実した留学生活を送っております。平成 30 年 7 月の西日本豪雨災

害で，広島県にも甚大な被害が及びました。災害により被害を受けられた皆様に，心からお見舞いを

申し上げます。 

今年は，研究を進むため，幼稚園での調査をしたり，データを取ったり，分析したりしています。

また，ドイツから来られた先生の講演を聞いて，保育の質の評価について勉強させていただきました。

休みの時に，お泊り保育のボランティア活動や幼稚園で開催された留学生交流プログラムに参加しま

した。このような活動で，自然体験ができて，多文化の勉強になりました。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社プローバホールディングス」 

 

出身国・地域：中国・福建省 

大 学 ・ 所 属：広島市立大学大学院・芸術学研究科 

今回はひろしま国際センターの企業奨学金，株式会社プローバホールディングスによる支援の奨学

金を頂き誠に感謝しております。今年 12 月にプローバホールディングスの決起大会に参加し，会社

の方々と交流したり，会社の方針や計画などのスピーチを拝見したりして，大変勉強になりました。

広島は海と山に囲まれているとても綺麗な都市です。私は広島に来てから三年目になります，とても

住みやすく，お好み焼きも美味しい印象です。いよいよ来年に迎えるところ，博士 1年間はいろいろ

チャレンジと思いがありました。博士号を取るためには作品を制作することだけではなく，自分の作

品に沿って博士論文を発表しないといけません。私は写実的な作品を作っており，膨大な時間と精神

力が必要です。また，博士論文を書くには大量な資料や文献を調べ，日本語力も同時に上がることに

よって作品と論文の時間のバランスが取りにくくなります。これからはこのバランスを上手く調整し，

作家活動と論文の研究成果に専念していきたいと思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・マツダ株式会社」 

 

出身国・地域：中国・江西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

この度は，ひろしま国際センター平成 30 年度奨学生の一員として，奨学金のご支援をいただき，

誠にありがとうございます。心より御礼を申し上げます。おかげさまで，生活面の負担が軽くなり，
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学業や課外活動により多くの時間をかけることができるようになりました。心から感謝しております。 

私は現在広島大学修士 2年に在籍しておりますが，来年 3月に卒業した後，広島で就職する予定で

す。今回の就職活動において，広島県留学生活躍支援センターから多くの助けをいただきました。定
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出身国・地域：中国・北京市 

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

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・理学研究科 
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出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：広島市立大学大学院・国際学研究科 

今回，ひろしま国際センター留学生奨学金を頂いて，心より支援企業及びひろしま国際センターに

感謝します。この 1年間で奨学金を受けてアルバイトへの時間を減って修論を完成するまで一生懸命

勉強します。また，休む日に広島にある市民プラザや公民館で日本人市民と交流しながら日本の文化

を学びました。2018 年 7 月に豪雨のせいで広島で行われるイベントが参加したいのにキャンセルさ

れて非常に残念だったと思います。 

間も無く広島市立大学院生前期課程を修了するため，論文で残る問題に取り組んで，良い論文を出

すように頑張ります。将来，中国の大学に勤めたいので，来年日本にある大学の博士後期課程に進学

して，順調に修了するなら帰国し，日中両国の民間交流の掛け橋として続けて頑張ります。 

 

 

 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・工学部 

この度は，ひろしま国際センターのおかげで企業等協力留学生奨学金に採用していただき，誠にあ

りがとうございました。私はマツダ株式会社様に支援していただき光栄だと思っております。この前，

はがきで心より感謝の気持ちをマツダ株式会社様に表しました。マツダ株式会社は広島で有名な企業

です。将来にチャンスがあれば，マツダ株式会社で働きたいと思っています。 

今まで，マツダ株式会社から頂いた奨学金が学習に関わることに利用されています。学習資料を買

ったり，課外活動に参加しました。留学生として，この奨学金により経済的に非常に助かっており，

日本で充実している留学生活を送れています。 

これからも一所懸命に頑張って行きたいと思います。 

最後に心より感謝しております。 

 

 

「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 

大 学 ・ 所 属：福山大学・工学部 

この度はひろしま国際センターの先生のおかげで奨学金をいただけて心より誠にありがとうござ

います。この奨学金は私を経済的に助けるだけではなく，広島県の企業とのコミュニケーションにも

役に立ちました。今回は交流会に出席して支援企業の方に会いました。そして支援企業の方からアド

バイスをもらいました。このアドバイスは私にとって非常に貴重であります。 

私は機械が好きですから，その関係の会社に勤めたいんです。ひろしま国際センターの先生が私に

助けて欲しいんです。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

「企業等協力奨学金・マツダエース株式会社」 

 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島文化学園大学・社会情報学部 

ひろしま国際センター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。各支

援企業・団体，広島県民，ひろしま国際センターの各位にお礼申し上げます。日本に来てあっという

間に 2年経ちました。ひろしま留学大使として様々な国から日本へ来た外国人と一緒に彼らの国の文

化のパーティーなどを行ったり広島の魅力を発信する活動に参加したりして，これからの世界の傾向
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は多文化共生のことを心得ました。新しい世界に何が必要か，自分は何が変わらなければならないか

を，若いうちに，特に学生時代のうちに，考え出したいと思っています。皆様の期待に添えるように，

在学中は，ひろしま留学大使として広島の魅力と広島での留学のメリットを世界に発信し，各イベン

トや活動に参加します。大学卒業後，広島市立大学の研究科へ進学したいと思っています。院生そし

て市民として広島の良さを世界に広める活動を続けます。 

 

 

「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：タイ 

大 学 ・ 所 属：広島女学院大学・人文学部 

私は将来，日本語教員の仕事やタイと日本を繋ぐ仕事をしようと思っているので，そのことに向け

て，いろいろな活動に参加しました。交流会に参加して，外国人と交流したり，竹原フィールドワー

クツアーに参加して，暮らし方と歴史文化を学んだりしました。また，日本の企業について勉強する

ために企業見学にも参加しました。そして，勉強以外には今，合気道クラブに参加して挑戦していま

す。私は今まで自分にできないと思っていたことに挑戦できました。様々な人とコミュニケーション

ができました。それに，広島は平和のことを大切に考えるので，私も平和のことを強く感じています。 

このような活動ができたのは，マツダロジスティクス株式会社やひろしま国際センターや広島女学

院大学の方々がいつも私を支援してくださるおかげです。今まで，将来に向けての勉強を続けること

ができました。私は心から感謝しています。来年も一緒に活動をしたいです。これからも皆さんの恩

を忘れず一生懸命勉強しながら社会に寄与したいと思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・三島食品株式会社」 

 

出身国・地域：中国・江蘇省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

この度は，三島食品株式会社による奨学金に採用をしていただき，本当にありがとうございます。

ひろしま国際センターから採用の通知をいただき，とてもうれしいと思っております。 

私は奨学金のおかげで，アルバイトの時間を控え，自分の研究に関わる調査とアンケートに取り組

むことができます。そして，私は修士論文を書きながら，就職活動も順調に進んでいました。私は広

島県留学生活躍支援センターが主催した留学生合同企業説明会に参加したことをきっかけに，多くの

企業の情報をもらえ，日本での就職礼儀と流れも勉強しました。そのため，私は会社の内定をもらい

ました。この一年間は，学生として非常に充実した日々を過ごしました。 

三島食品株式会社とひろしま国際センターの皆様からのご恩を忘れず，日本で学んだ知識をもって，

会社に役に立つ人となり，豊かな社会の創造に貢献していきたいと考えています。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社もみじ銀行」 

 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：比治山大学・現代文化学部 

この度は，ひろしま国際センター留学生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。奨学生に採用されたことで，学習に対する意識も高まり，何事にも前向きな気持ちで取り組ん

でいます。 

「学生時代は一番幸せな時代」とよく言われています。私も学生時代を過ごしているのはラッキー

です。日本へ来て，最初はうまく行ける訳ではありませんでした。しかし「継続は力なり」目標をき
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ちんと立てています。まず，留学生といえば，日本語は中々難しいことです。それで，もっと日本語

を深く勉強して，N1を取れるようにしたり，ビジネス語やマナーも勉強したいです。そして，経済や

文化が世界的に交流しているところなので日本語はもちろん，英語のスキルもアップしていきたいと

思います。 

それに，自分をもっとチャレンジしたいので，交換留学したいです。 

色々なことを取り組んで，できるかどうかまだ分からなくて不安ですが家族や先生達やひろしま国

際センターはいつも支えていただき，感謝します。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社モルテン」 

 

出身国・地域：中国・江西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

この度は，奨学金に採用して頂き，誠にありがとうございます。いただいた奨学金は授業料と研究

のために使わせていただきます。奨学金に採用されたことで，学業，特に修士論文に専念できるため，

非常に感謝しております。 

私は大学院一年生の時，日本家庭へのホームビジットと様々な国際交流活動に参加させていただき

ました。また，普段にもアルバイト先で通訳の仕事をしていますので，いろいろと地域に住む人と交

流する機会に恵まれています。彼らとコミュニケーションすることで，異なる国の文化と考え方を知

るのだけではなく，もっとも大切なのはその違うところを理解したり，尊重したりすることができま

した。自分にとっては貴重な経験です。 

現在，私は日本語教育に貢献できるために，論文を作成しています。今後は，その成果を活かし，

日本語教育に関わる仕事に携わることを目標としております。 

最後に，重ねてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・医療法人社団ヤマナ会」 

 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経済学部 

この度は，平成 30（2018）年度ひろしま国際センターの奨学生として，医療法人社団ヤマナ会から

奨学金をいただきまして，誠にありがとうございます。 

ご支援のおかげで，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，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。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。 

現在，私は大学 3年生で来年の卒論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

ように精一杯頑張っています。もちろん，勉強だけではなく，様々なゼミ活動や学校の活動と課外活

動などにも参加しています。今年の経大祭に参加し，留学生会の会員と協力して，模擬店を出しまし

た。それ以外には，9月に興味がある企業にインターンシップを参加して，非常に勉強になりました。 

これから，もっと勉強して，日系企業に就職し，日越の架け橋として，貢献していきたいと思いま

す。 
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「企業等協力奨学金・医療法人社団ヤマナ会」 
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大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経済学部 
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た。それ以外には，9月に興味がある企業にインターンシップを参加して，非常に勉強になりました。 
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す。 
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「県民支援奨学金」 

 

出身国・地域：中国・北京市 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・総合科学研究科 

まず，私の日本留学を可能にした奨学金をご支援くださった企業に厚く感謝申し上げたいと思いま

す。奨学金は私の学習・生活の両面において大いに役立ってきました。一方では学習及び研究により

多くの時間をかけることができるようになりました。他方では私の治療をもサポートしています。奨

学金によるサポートのお陰で一生懸命に学習し，第一著者として国際学術誌に論文を 2本ほど掲載す

ることができました。また，様々な学術会議に参加し，積極的に発表しました。その他，広島市にて

開催された卓球大会にも参加し，3 位になりました。西粟倉の工場も何軒か視察し，そこで森林・水

資源の効率的活用によりいかに地域経済が推進できるかということについて学びました。私の将来に

ついても世界的に有名な大学の博士課程の入学試験に合格する等，非常に前向きなビジョンと期待感

を抱いています。 

 

 

 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

今回のひろしま国際センター留学生奨学金に採用していただき，誠にありがとうございます。この

奨学金は授業料と生活費の一部として使わせていただきたいと思います。お陰様で，よりよく学業に

専念できるようになりました。今の研究方向は日清貿易関係史で，研究を通じて，中国と日本の関わ

りをよりよく理解できるようになりました。もうすぐ卒業するので，今毎日一所懸命修士論文を書い

ていて，充実しています。今年の４月から９月までの半年間，東広島市の外国人コミュニケーション

コーナーで毎週日本の方と１対１で会話をしていました。日本語が練習できると同時に，日本の文化

と慣習もよりよく理解できて，いい友達も作りました。今年は将来の進路でいろいろ悩んだ結果，修

士卒業後，博士に進学することを決めました。博士卒業後，帰国して大学の先生になりたいと思いま

す。 

 

 

「センター奨学金」 

 

出身国・地域：中国・江西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・理学研究科 

この 2年間の留学に当たり支援してくださった全ての皆様に感謝を申し上げます。本当にありがと

うございます。  

私はこの 2年間がとても速く感じました。1年目は日本の生活や研究生活に慣れることに必死でし

たが，2 年目からは自分自身の日本語能力を更に向上させたいと思い様々なことに挑戦しました。挑

戦したこととして大きく３つあります。 

1 つ目は日本語能力試験です。受けたばかりで結果はまだ出ていませんが私自身としては日ごろの

成果が出せたと思っております。試験に備えて，日本人の友達とコミュニケーションを活発に行い，

分からない日本語を尋ねました。特に研究室の友人にはとても助けられ読み書きについては沢山教え

てもらうことができました。しかし，私はまだまだ話す力が足りていないと思います。これからは，

読み書きの力だけでなく話す力を身に付けたいと思っています。 

2 つ目は数学の研究です。私の将来の夢は中国の高校の数学教師になることです。いま，中国では

教師はとても倍率が高く専門的な知識がないと教師になれません。そこで，私はさらなる数学専門能

力をつけるために日本に来ました。私は，現代コンピュータ数学について学び，Mathematica の偉大

さについて学びました。大学院 1年生の時は研究分野に関わらず他の分野についても学びました。大

学院 2年生ではこれらを活かして自分の研究に結びつけています。 

3 つ目は日本の素晴らしい文化に触れたことです。広島の宮島に訪れました。初めての場所に行く
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ことは少し勇気がいりましたが，素敵な写真を沢山撮ることができて私の中で一生消えることのない

思い出となりました。また，広島大学内では関わることのできない人たちとも出会い，コミュニケー

ションをとることができ，より実践的な日本語に触れることができました。また，道に迷った時など

日本人の優しさを感じることができました。 

私が今まで生きてきた人生の中でもこの 2年間は何物にも変えがたく，友情や指導教官との信頼の

大切さを再認識しました。もし，私が日本に留学することをあきらめていたら，日本人の良さについ

て気付かず本当に勿体無いことをしていたと強く思います。 

先月に 2週間ほど中国で就職活動をしてきました。まだ，就職活動の結果は出ていませんが，他の

博士課程の学生とは違って私は日本で勉強して得た能力があります。私はこの留学経験を活かして，

高校教師になった際は数学だけでなく挑戦することの大切さや日本の良さについて中国の学生に伝

えていきたいと思います。私も恩師のように，人に良い影響を与えるような教師になりたいと思いま

す。また，中国と日本は昔から深い交友関係があります。これを活用して，未来の留学生がもっと文

化の交流を図れるようになることを願っています。 

 

 

 

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 

今回ひろしま国際センターから奨学金を頂き誠にありがとうございます。 

おかげさまで，今年安心して研究に励むことができました。心より感謝いたします。 

光陰矢の如しというように日本での留学生活はもう三年が経ちました。今年は日本にとっても，広

島にとっても忘れがたい一年となりました。平成最後の年にして，自然災害が多かったです。今年の

漢字も「災」が選ばれました。今年を通して，広島は私にとって特別な存在ということに気づきまし

た。県民の皆さんと一緒に不安だったり，心配だったりで，人と人のつながりの大切さに実感してき

ます。自然災害の手前に一人の力はどうにもならないですが，皆が助け合えてあれば，なんとなく乗

り越えます。諺通りに「災い転じて福となす」，来年もこれからも平和の一年になれるように祈りま

す。 

末筆ながら，重ねて感謝を申し上げます。 

 

 

 

出身国・地域：中国・湖北省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

この度，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，ありがとうございました。この

数ヶ月の間，学校生活を有意義に過ごし，精神的にも安定した生活を送ることができたのも，ひろし

ま国際センターから奨学金を支給していただいたお陰です。ひろしま国際センターが行ったいろいろ

な交流活動やイベント，そして留学生就職支援事業と外国人相談などの事業は，非常に有益なことだ

と思います。今後は，より多くの人がイベントなどに参加できたら，それらの事業の影響力はより一

層強くなれると思っています。 

この一年間，奨学金で，ようやく研究に必要な資料を購入できました。そしてその資料を使って初

めての学術論文を雑誌に投稿してみました。また，「酒まつり」に参加し，大学で各年齢層の人と各

国籍を持つ人に広島大学と広島県の概況を紹介し，地域と外国の方々とたくさんの交流ができて，非

常にいい経験になりました。それがきっかけで，フランス語にも興味を持つようになって，勉強し始

めました。将来はできるだけ，いろいろな国の人と交流し，そして彼らに広島の魅力を伝えられると

いいなと思っています。 
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「渡日等留学生支援に係る奨学金」 

〔前期〕 

 

出身国・地域：中国・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

ひろしま国際センターの皆さま，奨学金をいただきまして，誠にありがとうございます。毎日感謝

の気持ちで，研究に励んでいます。 

私は広島県と友好提携関係を結んでいる中国四川省の出身です。故郷は四川省涼山彝（い）族自治

州にあり，山に囲まれているところです。周りに山が見えるところでの暮らしに慣れているので，山

がたくさん見える東広島で暮らしていると，心が落ち着きます。まるで故郷にいるような感じです。 

研究と深くかかわる古代漢語能力を高めるため，来年 4月，新学期が始まるまでに，二千頁の『古

代漢語詞典』を暗記することにしました。これは私の研究にとって大変有意義なことだと思います。 

将来，日本の優れた文学作品を彝族のことばに翻訳し，出版し，私が作った文化的財産として未来

に残したいと考えています。そのために，現在研究を続けています。夢というのは，現在ではなく，

未来に輝くものであると思います。 

 

 

 

出身国・地域：中国・青海省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

私はツォンカパ思想研究をしたいという強い意志のもと，2018 年 4 月に広島大学大学院文学研究

科の博士課程後期に入学し，インド仏教唯識思想をツォンカパが再解釈した論書『善説真髄』を読み

解き，チベットにおける唯識思想の展開を探ることを目的としています。 

難解で知られる『善説真髄』のチベット語テキストに加え，膨大な数に上るチベット撰述の関連文

献を正確に読み解くのは，決して容易な作業ではありません。チベット語を母語とし，チベット文化

圏で教育を受けた私は，本研究を進めるに当たって有利な立場にあると言えるでしょう。また，現在

チベット人の研究者の間では，『善説真髄』を近代仏教学の手法で分析し，インド・中国・日本を含

めた幅広い視点からツォンカパの思想に評価を加えるという研究方法は，未だ確立していない状況に

あります。しかし私は古典チベット語の資料に加え，中国語・日本語の文献資料を自在に扱えます。

今後新たなツォンカパ思想研究のモデルを提示し，その成果を日本・中国の学会に発信することを夢

として持ち続けています。 

 

 

 

出身国・地域：中国・雲南省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

ひろしま国際センターおよび支援企業のみなさん，こんにちは。ご支援ありがとうございます。奨

学生に採用されたことで，学習に対する意識も高まり，何事にも前向きな気持ちで取り組んでいます。

院生になって半年間，私は自分の研究に専念して，たくさんの先行研究を読み，来週は構想発表会で

発表をする予定です。前学期の授業は全て「優」と「秀」の採点を受け取りました。今後も無事卒業

に向って，研究をますます進んでいくと思っています。そして，慎重に考えた上で，自分自身を向上

させ，語学の研究を続けていきたいため，進級を目指します。そのために，語学についての勉強も精

一杯努力します。勉強以外の時間は酒祭りのボランティアを担当しました。西条地区や酒祭りに来た

ほかのスタッフさんたちはとても熱心です。みなさんとのコミュニケーションを通じて，助け合いや

責任感を感じています。そして市民センターの高齢者との話し合い活動も参加しました。ほかの留学

生さんと一緒に，年越しの人と交流して，生活状況や高齢者たちの望みを詳しく知りました。今後も

このような活動を参加する予定です。これからも一層の努力をして，自分の研究を推進します。 
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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 

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，10月の中国公認会計

士資格試験に日々の予習と復習ができました。 

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

分の研究に参考にできるものを整理しています。大変ですけど，指導教員と異なる意見を交換するこ

とができて，とっても楽しかったです。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。これからの修士論文にも心がけて頑張ります。 

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。 

 

 

 

出身国・地域：中国・浙江省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

この度は貴重な奨学金をいただきまして，誠にありがとうございました。おかげさまで，私の留学

生活の質は前より随分良くなってきました。その恩返しとして，学問に努力するのほか，ボランティ

アとして西条にある三ツ城小学校で中国人の子供に日本語や中国語の勉強を教えています。これから

も日本社会に貢献できるように頑張ります。 

親は中国で普通のサラリーマンなので，個人としては一刻も早く就職して恩返しするつもりです。

自分の努力で親の負担が減らせると幸いです。まず，2019年の 1月から日本で色んな就職ガイダンス

に参加します。中国側の就職先としては，スポーツ関連企業や大学の教員に関する応募情報も調査し

て比較するつもりです。また，先輩からアドバイスを聞いて，自分のニーズや状況に合わせて考える

つもりです。つまり，必ずどこで働くわけではありません。時間がある限り，最善な準備を整えます。 

 

 

 

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 

ひろしま国際センターの手厚いご支援を頂いて，経済的なわずらいから自由になり，学業と研究に

ひたすら没頭できました。これは私にとって一番大事なことでした。この間，東広島市のサンスクエ

アの外国人市民センターで行われた日本語教室でボランティアとして日本語を教えました。日本の政

府には外国人が日本で生活する時，不便を感じないようにいろいろしてもらいました。とても感動し

ます。それらをきっかけに，論文のテーマを東広島市在住外国人に対する日本語支援と課題に決めま

した。これからも指導教員のご指導のもとに論文の研究に専念します。 

 

 

 

出身国・地域：台湾 

大 学 ・ 所 属：尾道市立大学・芸術文化学部 

今年の奨学生に選ばれて非常に光栄です。私は日本に来ている半年間，よく「今まで何か困ること

ありますか？」と聞かれています。正直，特にはありません。広島県は気候が温暖で人が親切で，住

みやすいところだと思います。分からないことがあっても，みんなが助けてくれたり教えてくれたり

しているので，留学生に優しい環境でもあります。今後もこの人情味があふれるところで頑張り続け

たいと思います。 

今は大学の美術学科で勉強し，先生やクラスメートに美術やデザインの専門知識を学んでいます。

芸術について日本には特有の制作方法や独特な観点があります。例えば，日本に「水張り」というパ
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ネルの上に紙を貼ることは，絵を勉強する人にとっては慣れている技術だが，私は初めて知りました。
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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 
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出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・工学部 
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りがとうございました。 

 

 

 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・工学部 

この度，ひろしま国際センターを通じて，奨学金を頂きまして，心から感謝を申し上げます。奨学

金を頂いたおかげで勉強の時間が増やすことができ，集中して，学ぶことができます。今回，日本語

能力試験レベル N1に合格するように一生懸命勉強しています。 

将来は自分の会社の起業企画や営業，工業技術の分析などを身に付けたいと思います。大学を卒業

したら，広島県の機械工場に就職して，経験を積みたいです。その後，ベトナムに戻って，大学で学

んだ知識や積んだ経験を活かして自分の会社を作りたいです。また，日本とベトナムの架け橋となり，

文化交流や技術交流などを促す役割を果たせるように，これからも精一杯頑張って行きたいと思いま

す。 
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出身国・地域：韓国 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

今回私に奨学金を与えるのを決定していただき心から感謝しております。私はその奨学金を決して

無駄にならないよう使わせていただきたいと考えております。あと，私のことを信じて奨学金を与え

てくださったからには，ひろしま国際センターそして広島県に役に立てるよう頑張りたいと思います。 

私が今まで取り組んできたことは，外国語の勉強です。元々言語を学ぶのが好きだったわけではな

く，最初は中国の大学で日本語専攻をしていたので，二つの言葉を両方勉強していて，中国語と日本

語がある程度喋れるようになってから，言語に対する興味がもっとできるようになったと思います。

最近はスペイン語をチャレンジしようと考え，日本語，中国語，そして英語は語学力を証明できる証

明書がすでにあるので，今度は私のスペイン語の能力が証明できるよう，スペイン語の試験である

DELE B1を目指してチャレンジしようと考えております。 

 

 

 

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 

広島文化学園大学グローバルビジネス学科の留学生です。広島県民，そしてひろしま国際センター

の皆様，私が日本に来たこの数ヵ月間，本当にありがとうございました！私は初めてこんなに実家と

遠くに離れて，一人暮らしをしています。最初はとっても不安で，怯えていました。でもこの数ヵ月

間，奨学金をもらったおかげで，色々なところへ行って，たくさん優しい人と出会いました。そのな

かで，温もりを感じました。今はもう日本の生活になれました。コンビニの店員さんも，アルバイト

の先輩も，先生も，ひろしま国際センターも…私をたすけてくれた皆さん，本当にこころから感謝し

ます！ 

次は私自身のことを報告します。2 か月前，宮島へ行きました。想像以上に綺麗なところでした。

みちはとてもきれいで，野生動物もいっぱいいました。私にとっては新鮮な光景でした。中国ではこ

んな光景ほとんどありませんから，やはり環境問題は大事と思いました。帰国したら，自分から環境

を守るべきと思います。3 月に来たばかりなので，あまりイベントや交流会などを参加しませんでし

た。来年はもっとそのような活動を参加したいです。 

最後は私の夢です。ちょっと恥ずかしいけど，私は声優，あるいは弁護士になりたいです。今勉強

している専門学科との関係は小さいですが，子どもの頃から憧れていたので，簡単に諦めることはで

きません。輝く未来は自分の手で作りたいです！ 

以上，私のレポートでした。ありがとうございます。 

 

 

〔後期〕 

 

出身国・地域：台湾 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

ひろしま国際センターからの奨学金を得ることは本当にありがとうございます。この奨学金の助け

を借りて，生活費などの負担を軽減されただけでなく，自身の研究分野に専念することができました。

さらに，学業と日本語能力の向上に時間があります。そして，研究の合間を用いて，日本の文化と広

島県の様々なところを深く認識したくなりました。また，ひろしま国際センターの交流会を通して，

国籍や専門の異なる学生を認め，お互いに交流しました。とても楽しかったです。将来は日本の社会

に溶け込みたいと考えています。だから，これからは真剣に日本語や日本の文化など勉強しようと思

っています。私はいつか日本人とぺらぺらしゃべれたり，専門分野の異なる人とコミュニケーション

をとったりすることができるようになりたいです。できれば，卒業後は日本で就職しようと思ってい

ます。 
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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 

昨年 10 月にひろしま国際センター奨学生としてご採用いただき，心より深くお礼申し上げます。

来日して 3ヶ月経ちました。その 3ヶ月に勉強・研究以外で取り組んだことは，以下の 2点がありま

す。 

（1）11月に東広島市外国人日本語スピーチコンテストに参加しました。 

（2）12月から外国人児童の日本語教育指導のボランティア活動を始めています。 

そして，2019年の目標，希望は研究以外で次の 3点があげられます。 

（1）外国人児童の日本語教育指導ボランティアを継続します。 

（2）広島のシーズンに応じた絶景を訪ね，動画作成を試みます。 

（3）自分の仕事経験（中日間ビジネス，通訳・翻訳）を活かせるバイトを探し，研究・バイトの両

立を図ります。 

末筆ながら，貴センターのますますのご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 

 

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 

いつもお世話になっております。この度「渡日等留学生支援に係る奨学金（後期）」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 10月 1日に広島大学に入学してから，積極的に研究や活動に取り組んでいます。10月 6日，

7 日に西条で行われた「酒まつり」に参加しました。事前に日程を調べて，会場で案内の仕事をしま

した。お酒は飲み物だけではなく，文化でもあるということがわかり，すごく有意義な体験でした。

研究面では，広島大学の『比較日本文化学研究』に『「鏡」の文化的含意－「古事記」を中心として』

と題する論文を投稿しました。 

将来，私は博士号を取って，大学の先生になることを目指しています。多くの文章を書き，翻訳の

仕事も担当して，広島の魅力，ひいては日本文化の魅力を世界に伝えたいと思います。感謝の気持ち

を胸に，これからも努力を積み重ねていきたいと思います。 

 

 

 

出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 
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謝を申し上げます。 

 

 

 

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 

広島県は多種多様な生活習慣，文化，言葉にふれる機会に恵まれて，非常に国際色豊かな地域であ
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ると思います。ひろしま国際センターは，国際交流の理解と推進，世界各国人民の親善のために，非

常に役に立っている公益法人と思います。私は地域の人々との心暖かい交流を深めていただけるよう

にと望んでいます。だから，今まで，国際ボランティアとして，2018広島国際映画祭と東広島市 2019

年新年交流会で，通訳したことがあります。 

そして，接客する仕事が好きで，もっと充実する留学したいと思っていますから，初めてコンビニ

でアルバイトしています。「ラクそうだ」と思って応募しましたが，実際的にさらに注意を払わなけ

ればならないです。品出しや，陳列，レジ，店内清掃など，不安点も失敗感も感じました。しかし，

バイト仲間同士の仲が良くて楽しかったと思います。その上，接客仕事によって，コミュニケーショ

ン能力と同僚と一緒に仕事をすることで，協調性も養うことができると思います。 

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

これを機にさらに勉学に打ち込む意識を高め，気を引き締めて留学生活を送ることを約束し，感謝の

言葉とさせて頂きます。 

 

 

 

出身国・地域：中国・内モンゴル自治区 

大 学 ・ 所 属：広島大学・教育研究科 

この度は奨学金をいただき，誠にひろしま国際センターに感謝の意を申し上げます。各支援企業，

団体，広島県民の皆様にも感謝の意を申し上げます。お陰様で，学業に専念することが出来ました。

貴センターが主催したイベントを参加して，日本の「地元愛」という言葉に対する理解がより一層深

くなった気がしました。 

私は広島大学で高等教育を研究しています。勉学している中では，日本で留学することの強みを理

解しなければなりません。また，各企業，団体が積極的に留学生たちを支援してくださる姿を見て，

また新しい視点でこの「強み」を理解することが出来ました。それは地元の人々をつなぐ絆なんでし

ょう。 

将来，私は広島で留学する強みを自国の後輩たちに正しく発信したいと考えています。広島で勉学

生活を送った私が感じたもの，見つけたもの，こころに残したものをもっと多くの人に伝えたいです。 

 

 

 

出身国・地域：中国・河北省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

この度，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！

この機会をもって，ひろしま国際センターの活動に参加でき，ひろしま国際センターに対する理解が

もっと深くなりました。今からあの時を思えば，授与報告会と奨学金交流会に参加している時，皆様

は一緒にお話したり，おいしい料理食べたり，すごく楽しかったです！本当に奨学金を支援する企業，

団体に心を込めて感謝します！ 

奨学生に採用されたことで，学習に対する意識も高まり，何事にも前向きな気持ちで取り組んでい

ます！私は，大学院生として大阪大学に受けることを目指しています，見識を広めたい，異文化との

交流や語学力に磨きをかけたいと思っています！ 

今後につきましても，ご支援いただいた皆様への感謝を忘れず，より一層勉学に励み，社会に貢献

できる人間を目指して参ります，最後になりましたが，渡日等留学生支援に係る奨学金に携わる皆様

に重ねてお礼を申し上げます，ありがとうございます！ 

 

 

 

出身国・地域：中国・山西省 

大 学 ・ 所 属：エリザベト音楽大学大学院・音楽研究科 

ひろしま国際センターより留学生へのサポートをいただきまして，ありがたく存じます。 

11月の頃，私は第 64回留学生と日退協の交流会に参加致しました。その節，みなさんと一緒に歌
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を歌ったり，詩を詠んだり，美味しい食べものを食べたりしました。色んな人と出会い，様々な広島

名物を満喫して，とても楽しかったです。 

私の将来の夢は音楽教師になることです。広島での留学経験によって，現代の音楽知識だけではな

く，日本伝統の音楽文化も伝えるとは素晴らしいと考えています。また，エレクトーンの弾き方を子

どもに教えることもすごく楽しいと思います。 

 

 

 

 

 
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ています。 
また，一部英文で提出された文章については，日本語へ翻訳し，掲載していますので 

ご了承ください。 
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奨学生交流会（平成 年 月 日）

決定通知書授与（渡日等留学生支援に係る奨学金（後期））

奨学生代表挨拶 連続協力企業感謝状贈呈 

交流会
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奨学生交流会（平成 年 月 日）

決定通知書授与（渡日等留学生支援に係る奨学金（後期））

奨学生代表挨拶 連続協力企業感謝状贈呈 

交流会

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 県立広島大学 中国 南条装備工業㈱ 広島文化学園大学 中国

㈱アスティ 広島大学 中国 西川ゴム工業㈱ 広島大学 中国

㈱いとや 広島ガス㈱ 広島大学 インドネシア

㈱福屋 広島大学 中国

㈱ウッドワン 広島大学 中国 福山大学 中国

賀茂鶴酒造㈱ 福山平成大学 中国 (一社)広島県医師会 広島大学 中国

カルビー㈱ 広島工場 広島経済大学 中国 (一財)広島国際文化財団 広島大学 中国

国際ソロプチミスト広島 広島国際学院大学 ベトナム 広島信用金庫 広島大学 中国

㈱シンギ 尾道市立大学 台湾 広島電鉄㈱ 広島国際学院大学 ベトナム

㈱第一学習社 福山市立大学 中国 ㈱広島東洋カープ 広島大学 中国

ダイキョーニシカワ㈱ 広島大学 中国 ㈱プローバホールディングス 広島市立大学 中国

広島大学 中国 広島大学 中国

広島大学 マダガスカル 広島大学 中国

広島大学 中国 広島大学 ロシア

広島大学 中国 広島市立大学 中国

広島国際学院大学 中国 広島国際学院大学 ベトナム

広島文化学園大学 中国 ㈱マツダＥ＆Ｔ 福山大学 ベトナム

広島大学 中国 マツダエース㈱ 広島文化学園大学 ベトナム

広島大学 バングラデシュ マツダロジスティクス㈱ 広島女学院大学 タイ

広島修道大学 中国 三島食品㈱ 広島大学 中国

㈱中国新聞社 広島修道大学 中国 ㈱もみじ銀行 比治山大学 ベトナム

中国電力㈱ 広島大学 中国 ㈱モルテン 広島大学 中国

㈱中国放送 (医)ヤマナ会 広島経済大学 ベトナム

広島テレビ放送㈱ 広島大学 中国

㈱中電工 広島国際大学 マレーシア 広島大学 中国

㈱テレビ新広島 広島大学 中国

㈱広島ホームテレビ 広島大学 中国

㈱東洋シート 広島工業大学 中国 広島大学 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

渡日等（前期） 広島大学 中国 渡日等（前期） 福山大学 韓国

広島大学 中国 広島文化学園大学 中国

広島大学 中国 渡日等（後期） 広島大学 台湾

広島大学 中国 広島大学 中国

広島大学 中国 広島大学 中国

広島大学 中国 広島大学 中国

尾道市立大学 台湾 広島大学 中国

広島経済大学 中国 広島大学 中国

広島国際学院大学 ベトナム 福山大学 中国

広島国際学院大学 ベトナム エリザベト音楽大学 中国

奨学金支給者一覧

㈱大創産業
マツダ㈱

(一財)多山報恩会

広島大学 中国

県民支援

(敬称略）

センター
広島大学 中国

広島大学 トルコ

㈱広島銀行
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 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，短期大学及び高等専門学校（4 年次以上）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等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 30年度 奨学金支給実績  

平成 30年度は，広島県民の方々から 121口，また，39の企業・団体からのご協力を賜り，

合わせて 73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 48人 2人 

10人 

(前期 6人) 

(後期 4人) 

10人 

(前期 6人) 

(後期 4人) 

73人 

 

■大学別内訳：広島大学（42），広島国際学院大学（6），広島文化学園大学（4），福山大学（4）， 

広島経済大学（3），尾道市立大学（2），広島修道大学（2），広島市立大学（2）， 

県立広島大学（1），比治山大学(1)，広島工業大学（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），エリザベト音楽 

大学（1） 

 

■国・地域別内訳：中国（53），ベトナム（9），台湾（3），インドネシア（1），韓国（1）， 

タイ（1），トルコ（1），バングラデシュ（1），マダガスカル（1）， 

マレーシア（1），ロシア（1） 
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   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 30年度 奨学金支給実績  

平成 30年度は，広島県民の方々から 121口，また，39の企業・団体からのご協力を賜り，

合わせて 73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 48人 2人 

10人 

(前期 6人) 

(後期 4人) 

10人 

(前期 6人) 

(後期 4人) 

73人 

 

■大学別内訳：広島大学（42），広島国際学院大学（6），広島文化学園大学（4），福山大学（4）， 

広島経済大学（3），尾道市立大学（2），広島修道大学（2），広島市立大学（2）， 

県立広島大学（1），比治山大学(1)，広島工業大学（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），エリザベト音楽 

大学（1） 

 

■国・地域別内訳：中国（53），ベトナム（9），台湾（3），インドネシア（1），韓国（1）， 

タイ（1），トルコ（1），バングラデシュ（1），マダガスカル（1）， 

マレーシア（1），ロシア（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 1,493 61.7% 57.9% ウズベキスタン 6 37.5% 0.2%

ベトナム 321 13.3% 12.4% キルギス 3 18.8% 0.1%

インドネシア 171 7.1% 6.6% カザフスタン 2 12.5% 0.1%

大韓民国 107 4.4% 4.1% タジキスタン 2 12.5% 0.1%

バングラデシュ 53 2.2% 2.1% ロシア 2 12.5% 0.1%

台湾 38 1.6% 1.5% アゼルバイジャン 1 6.3% 0.0%

マレーシア 32 1.3% 1.2% CIS　計 16 100.0% 0.6%

ミャンマー 26 1.1% 1.0% アメリカ合衆国 14 48.3% 0.5%

タイ 25 1.0% 1.0% メキシコ 4 13.8% 0.2%

カンボジア 22 0.9% 0.9% ペルー 3 10.3% 0.1%

インド 21 0.9% 0.8% カナダ 2 6.9% 0.1%

フィリピン 20 0.8% 0.8% コスタリカ 2 6.9% 0.1%

アフガニスタン 15 0.6% 0.6% キューバ 1 3.4% 0.0%

ネパール 14 0.6% 0.5% グァテマラ 1 3.4% 0.0%

ラオス 14 0.6% 0.5% コロンビア 1 3.4% 0.0%

スリランカ 13 0.5% 0.5% ブラジル 1 3.4% 0.0%

モンゴル 13 0.5% 0.5% 北・中南米　計 29 100.0% 1.1%

イラン 6 0.2% 0.2% エジプト 12 19.7% 0.5%

イラク 2 0.1% 0.1% マラウイ 10 16.4% 0.4%

シリア 2 0.1% 0.1% ルワンダ 8 13.1% 0.3%

シンガポール 2 0.1% 0.1% ガーナ 7 11.5% 0.3%

トルコ 2 0.1% 0.1% ナイジェリア 7 11.5% 0.3%

香港 2 0.1% 0.1% セネガル 3 4.9% 0.1%

イエメン 1 0.0% 0.0% ウガンダ 2 3.3% 0.1%

イスラエル 1 0.0% 0.0% マダガスカル 2 3.3% 0.1%

サウジアラビア 1 0.0% 0.0% 南アフリカ 2 3.3% 0.1%

パキスタン 1 0.0% 0.0% カメルーン 1 1.6% 0.0%

パレスチナ 1 0.0% 0.0% コートジボワール 1 1.6% 0.0%

アジア・中近東　計 2,419 100.0% 93.8% ザンビア 1 1.6% 0.0%

フランス 10 20.4% 0.4% 赤道ギニア 1 1.6% 0.0%

ドイツ 8 16.3% 0.3% ブルキナファソ 1 1.6% 0.0%

イギリス 6 12.2% 0.2% モザンビーク 1 1.6% 0.0%

ブルガリア 6 12.2% 0.2% リベリア 1 1.6% 0.0%

ポーランド 6 12.2% 0.2% レソト 1 1.6% 0.0%

フィンランド 3 6.1% 0.1% アフリカ　計 61 100.0% 2.4%

アイルランド 2 4.1% 0.1% ニュージーランド 3 50.0% 0.1%

スウェーデン 2 4.1% 0.1% オーストラリア 2 33.3% 0.1%

スペイン 2 4.1% 0.1% ソロモン諸島 1 16.7% 0.0%

イタリア 1 2.0% 0.0% オセアニア　計 6 100.0% 0.2%

オーストリア 1 2.0% 0.0% 合計　76カ国 2,580 100.0%

チェコ 1 2.0% 0.0%

ポルトガル 1 2.0% 0.0%

ヨーロッパ　計 49 100.0% 1.9%

（２）経費別形態
経費形態 人数 比率

国費 211 8.2%

私費 2,221 86.1%

外国政府派遣 148 5.7%

合計 2,580 100.0%

広島県内 国（地域）別留学生在籍状況　（大学（大学院含む），短期大学及び高等専門学校在籍者）
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（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。 

 

ホームページＵＲＬ 

http://hiroshima-ic.or.jp 
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