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                 はじめに 

 

 

現在，広島県の在留外国人数は約 54,000人。その内，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 2,800名を超え，その約 88％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，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，令和元年度に企業・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。 

 

 

 

令和元年 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」 

奨 学 生 名 前：王 婧（オウ セイ） 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・総合学術研究科 

まずは，企業やひろしま国際センターへの感謝をさせていただきます。この度は，株式会社あじか

ん様の協力と貴センターによ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。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。 

この一年間，大学院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，自分が興味をも

っている授業にも参加し，サークルも活発に交流を行っております。学業成績・研究の面では，社会

言語学を学習しながら，就職活動も同時に頑張っております。 

末筆ではございますが，再び株式会社あじかん様，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・株式会社アスティ」 

奨 学 生 名 前：左 曼麗（サ マンレイ） 

出身国・地域：中国 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

株式会社アスティ様，ひろしま国際センター，一年間の経済支援をしていただき，誠にありがとう

ございました。おかげさまで，この１年間の留学生活は順調に進みました。私は「渋沢栄一と中国」

についての研究をしており，渋沢の中国認識，「論語」観，およびその影響について検討していきた

いと思います。また，この１年間は，研究以外の時間を利用して，毎月１，２回ほど安芸津の市民と

文化・言語の交流活動を行いました。地元の人々と，日本や中国の文化を話題に交流しました。主に

使った言語は日本語ですが，毎回 30分～1時間をかけて中国語を教えていました。このようなことを

通じて，地元の人々と仲良くなりました。彼らからは，日本語を教えてもらうだけでなく，生活面に

もいろいろ助けていただきました。この奨学金は，私の 1年間の留学生活の上で重要な支えとなりま

した。このありがたみを胸に刻みながら，毎日の勉強に励みたいと思います。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社いとや/一般社団法人広島県医師会」 

奨 学 生 名 前：BUI VAN TUAN（ブイ ヴァン トゥアン） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学 

この度，私は令和元年（2019）年ひろしま国際センターの奨学生として採用され，株式会社いとや

様と広島県医師会様から奨学金をいただき，誠にありがとうございます。ご支援のおかげで，私が勉

強に専念できるようになり，そして少しでも親の負担を減らせることができ，大変うれしく思ってお

ります。また多くの課外活動に参加する時間があります。そのおかげで，私は日本の文化，日本人の

働き方についてもっと理解できるようになりました。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，その目標を達成できるように精一杯がんばっています。 

それ以外には，興味がある企業のインターンシップに参加し，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・株式会社ウッドワン」 

奨 学 生 名 前：袁 梓軒（エン アズキ） 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：福山市立大学・教育学部 

福山市立大学の教育学部に通う袁梓軒と申します。この度は，株式会社ウッドワン様から奨学金の

支援をいただき，誠にありがとうございます。 

今，大学に入ってまだ一年未満ですが，もう日本の大学生活に慣れました。最初は確かに，どうし

たら日本人と付き合っていきますか，うまくできますかのようないろいろな不安，心配がありました

が，周りの人たちが優しく話してくれていっぱい助けてもらいました。サークルも入りました。主に

バレーボールをやります。今までバレーボールをやったことがありませんでしたが。みんながとても

明るいで親切で教えてもらいました。とても楽しんでいます。学校以外はコーヒー屋さんで働いてい

ます。ですから，コーヒーに関する多くの知識を学びました。すごく興味深いです。来年度はあるコ

ーヒーに関するチャレンジテストを受けようと思っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・オタフクソース株式会社」 

奨 学 生 名 前：魏 強（ギ キョウ） 

出身国・地域：中国・黒竜江省 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学大学院・経済科学研究科 

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。

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，経済学をさらに深いところまで掘り下げたいと考えたため，広島修道大学大学院・経済科

学研究科に入学いたしました。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い，

いろいろな地域イベントに参加しました。また，日本という範囲に留まることなく，世界に目を向け，

広い視野で物事を捉えることを大切にしていきます。その為にも，いろいろな資格取得に関する勉強

を努力しようと思っています。今後につきましても，ご支援いただいた皆様への感謝および建学の精

神を忘れず，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。 

最後になりますが，ひろしま国際センター奨学金に携わる皆様とご支援いただいた，オタフクソー

ス株式会社様の皆さまに重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・賀茂鶴酒造株式会社/株式会社福屋」 

奨 学 生 名 前：沈 嘉翌（シン カイ） 

出身国・地域：中国・上海市 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

まず，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。支援企業である株

式会社福屋様と賀茂鶴酒造様に深く感謝を申し上げます。奨学金のおかげで，勉強と研究に集中でき

るし，研究用の書物も少し買えるようになりました。 

去年来日してから，勉強のほか，日本語教室のボランティア活動やひろしま国際センターの交流会

など積極的に参加しました。また，歴史と自然が好きな私はいくつかの所を見学しました。一番印象

に残ったのは今年７月の芸北高原の見学活動です。普段あまり見られたい綺麗な森や自然を満喫しま

した。もちろん観光だけではなく，学芸員の熱心な解説を聞いたり，地元の人々との交流をしたりし

て，実に有意義な一日でした。広島県は自然に恵まれた良いところを改めて実感しました。 

最後になりますが，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。これからも奨学

生としての自覚を持ち，より一層学業に努め目標に向かってチャレンジし続けます！  
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「企業等協力奨学金・カルビー株式会社 広島工場」 

奨 学 生 名 前：劉 易曼（リュウ エキマン） 

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，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，カルビー株式会社の皆様に感謝を申し上げます。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。自分の研究室の日程はかなり忙しいので，アルバイト

と学業のバランスを取りにくい状況の中，この奨学金をいただくことによって大変助かりました。こ

の一年間，自分の研究が少しとどまって，論文のテーマを変えなければならないことになりましたが，

幸い 指導 先生のおかげで，新しいテーマを決まり，研究を進んでいくことができました。 

私は来年の 9 月に卒業予定ですが，最後の一年間もたくさんの演習また修士論文もありますので，

日本での就職活動とのバランスを取りにくいと思いますが，頑張っていきたいと思います。  

最後に再び心の底から，カルビー株式会社の皆様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。 

 

 

「企業等協力奨学金・国際ソロプチミスト広島」 

奨 学 生 名 前：金 道煉（キム ドヨン） 

出身国・地域：韓国 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

国際ソロプチミスト広島の皆さん， 今年いろいろありがとうございました。 貴団体からもらった

奨学金でより安定的な環境の中で研究できるようになったことはもちろん，定期会議およびバザー会

に参加して仕事を手伝った時も沢山の方々から励ましの言葉と暖かい関心をもらったことは，寂しい

留学生活に大きな慰めになりました。 

特に森戸会長と大久保副会長には本当に感謝しかないほどお世話になりました。おかげさまで私は

今年 11 月，生涯初めて学会(しかも外国の)発表させていただき，人生の貴重な経験になりました。

あれからもう一歩踏み出して，今は学会誌掲載のために熱心に勉強中です。 これからも皆様の暖か

い声援を心に刻んで，個人的な研究はもちろん広島国際センター奨学生として他の模範となるように

頑張ります。もう一度，本当にありがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社シンギ」 

奨 学 生 名 前：NGUYEN MINH TRI（グエン ミン チ） 

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。 

今まで約 9ヶ月間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

の学習だけでなく，コンピューターと英語等のいろいろな知識が身について，私の能力が大きくアッ

プすることができたと思います。日本語については，文字や文法だけではなく，日本文化いろいろ体

験してみました。コンピューターについては，3 次元 CAD システムを勉強しています。勉強以外の活

動も多くしており，各大学のイベントへ参加し日本人や中国人と色々な交流をしました。様々な異文

化を体験することができました。知識や見識を広めれたと思います。最後になりましたが，ご支援い

ただいた皆様に心よりお礼申し上げます。 
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「企業等協力奨学金・カルビー株式会社 広島工場」 

奨 学 生 名 前：劉 易曼（リュウ エキマン） 

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，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，カルビー株式会社の皆様に感謝を申し上げます。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。自分の研究室の日程はかなり忙しいので，アルバイト

と学業のバランスを取りにくい状況の中，この奨学金をいただくことによって大変助かりました。こ

の一年間，自分の研究が少しとどまって，論文のテーマを変えなければならないことになりましたが，

幸い 指導 先生のおかげで，新しいテーマを決まり，研究を進んでいくことができました。 

私は来年の 9 月に卒業予定ですが，最後の一年間もたくさんの演習また修士論文もありますので，

日本での就職活動とのバランスを取りにくいと思いますが，頑張っていきたいと思います。  

最後に再び心の底から，カルビー株式会社の皆様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。 

 

 

「企業等協力奨学金・国際ソロプチミスト広島」 

奨 学 生 名 前：金 道煉（キム ドヨン） 

出身国・地域：韓国 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

国際ソロプチミスト広島の皆さん， 今年いろいろありがとうございました。 貴団体からもらった

奨学金でより安定的な環境の中で研究できるようになったことはもちろん，定期会議およびバザー会

に参加して仕事を手伝った時も沢山の方々から励ましの言葉と暖かい関心をもらったことは，寂しい

留学生活に大きな慰めになりました。 

特に森戸会長と大久保副会長には本当に感謝しかないほどお世話になりました。おかげさまで私は

今年 11 月，生涯初めて学会(しかも外国の)発表させていただき，人生の貴重な経験になりました。

あれからもう一歩踏み出して，今は学会誌掲載のために熱心に勉強中です。 これからも皆様の暖か

い声援を心に刻んで，個人的な研究はもちろん広島国際センター奨学生として他の模範となるように

頑張ります。もう一度，本当にありがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社シンギ」 

奨 学 生 名 前：NGUYEN MINH TRI（グエン ミン チ） 

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。 

今まで約 9ヶ月間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

の学習だけでなく，コンピューターと英語等のいろいろな知識が身について，私の能力が大きくアッ

プすることができたと思います。日本語については，文字や文法だけではなく，日本文化いろいろ体

験してみました。コンピューターについては，3 次元 CAD システムを勉強しています。勉強以外の活

動も多くしており，各大学のイベントへ参加し日本人や中国人と色々な交流をしました。様々な異文

化を体験することができました。知識や見識を広めれたと思います。最後になりましたが，ご支援い

ただいた皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

4 
 

「企業等協力奨学金・株式会社第一学習社」 

奨 学 生 名 前：羅 石巧（ラ セキコウ） 

出身国・地域：中国・ 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

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。奨学生に採用されたことで，

学習に対する意欲も高まり，何事にも前向きな気持ちで取り組んでいます。私は，中国で日本文化学 

の教員になるために広島大学文学研究科で「比較文化学」を学んでいます。将来の生徒たちの「人生

のモデル」になれるように，自分の信念を貫けるようになりたいと考えています。教師として，より

「深い」人になるために，広島では様々な活動に参加しました。その中でも今年は「International 

Luncheon」というボランティア活動に参加することができました。そこでたくさんの人と出会い，異

国文化も体験させていただき，本当によかったと思います。最後になりましたが，ご支援してくださ

った皆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，これからも学び続けていきます。 

 

 

「企業等協力奨学金・ダイキョーニシカワ株式会社」 

奨 学 生 名 前：王 琳（オウ リン） 

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，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，経済的の負担が軽くなり，自身の研究分野に専念することができ

ました。ダイキョーシカワ株式会社様やひろしま国際センターの皆様に心より感謝いたします。  

私はこの一年間，皆さんの支援のおかげで，非常に有意義な留学生活を過ごすことができました。

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，地元の企業からの説

明や企業側の職員との交流より，日本の企業への理解をより深く理解し面接マナーも勉強することで

きました。また，ひろしま国際センターが提供した「ワンペア日本語学習支援ボランティア」も利用

し，日本人のボランティアとの交流の場を提供させて頂き，日本語の勉強に精進する事だけではなく，

日本文化への理解を深めることができ，大変有益な経験を収穫しました。広島県のみんなは留学生た

ちへの色々な心遣いに対し，厚く感謝申し上げたいと思いま 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。皆様の支援を忘れること

なくより一層勉学に励み，有意義な学生生活を過ごせるように精一杯頑張って行きたいと思いま す。

広島の人々の心温かいを感じ，広島の魅力，ひいては日本文化の魅力や日本人の優しさをより多くの

人に伝えたいと思います。 

 

「企業等協力奨学金・株式会社大創産業」 

奨 学 生 名 前：TRAN MINH NHAT（チャン ミン ニャット） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・工学部 

ひろしま国際センター留学生奨学金奨学生として採用して頂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何事にも前向きな気持ちで取り組んでいます。私は子供の頃から夢であった，工

場や農業などの機械を組み立てることと，設計をするために生産工学科の機械コースを学んでいます。

将来の機械に必要な知識を習得したいです。前向きに授業を受けています。奨学金のおかげで授業以

外にも生活を不自由なくできています。最後にご支援を頂いている皆様へ感謝を忘れず，機械の学習

に励みたいと思います。ありがとうございました。 
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奨 学 生 名 前：NGUYEN THI QUYNH ANH（グェン ティ クィン アン） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：比治山大学・現代文化学部 

私は比治山大学で国際コミュニケーションを勉強しています。この度は奨学金の採用をして頂き誠

にありがとうございます。奨学金支援により，アルバイトの時間を減らすことができ，学校での研究

活動や学外での社会活動の時間を確保することができました。私は今年，ひろしま留学大使となりま

した。その活動として，いろいろな国の留学生を集めて，日本の文化だけでなく，異文化交流をする

イベントを開催しました。また，１０月にはひろしまベトナム協会主催の宮島清掃活動にボランティ

アとして参加しました。そこで，沢山の日本の方と話ができ，私にとって必要な日本の習慣や知識を

沢山身に付けることができたと思います。 

最後になりましたが，奨学生として支援していただき重ねてお礼申し上げます。感謝の気持ちを胸

にこれからも努力を積み重ねていきます。ありがとうございます。 

 

 

奨 学 生 名 前：張 銘越（チョウ メイエツ） 

出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

この度，株式会社大創産業様の支援により，ひろしま国際センターの令和元年度の奨学生として，

奨学金を頂き，誠にありがとうございます。この半年間，おかげさまで，充実した留学生活を送るこ

とができました。株式会社大創産業様，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。 

まず勉強に関しては，今 1年生ですが，再来年無事に卒業できるよう，現在のところ毎日，先行研

究を読んで，修論の役にたてるような論文を探し，整理しているところです。色々と大変だったです

が，本当に皆さんのおかげでここまで来られたので，これからも修士論文に取り組んで頑張っていき

たいと思います。 

勉強の他，最初は日本での就職は考えなかったんですが，今はできるだけ自分の選択肢を増やそう

という考えから，日本の就職活動にも参加しようと思っています。多分これからますます忙しい日々

が自分を待っているのがもうとっくに知っているのですが，周りの皆さんからの応援なども含めて，

楽しくやっていきたいと思います。 

 

 

奨 学 生 名 前：朴 希昊（パク キゴウ） 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：近畿大学・工学部 

大創産業様，広島県民，広島国際センターの皆さん，こんにちは。この一年間，ずっと皆さまに支

えられて，色々助けてくれて，誠にありがとうございました。 

今年の四月から今まで，特に何のクラブ活動も参加していないんですが，代わりに広島県のひろし

ま留学大使として，ずっと活動していた。地域の留学生たちと一緒に活動する上で，学校での就職活

動にも参加しています。おかげでいろいろな広島の会社に関する就職情報を手に入ることをできまし

た。 

大創産業様の会社に実際に訪問や見学したことはないんですが，ダイソーは自分の生活にとって不

可欠な，とても便利な店なので，何度も行ったことはあります。私はずっと，大創のことが素晴らし

いだと思いました。人々の生活に関心を持つ，小さいな，面白いデザインをして，人々の生活を豊か

にして，少しずつよくすることが，とても素敵なことだと思っています。もし将来機会があったら，

ぜひ大創産業で働かせていただきたいと思います。 

私は今，工学部から卒業した後，大学院に進学したいと考えています。そのあとは，広島県内で就

職したいと思います。よろしくお願いいたします。 
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奨 学 生 名 前：NGUYEN THI QUYNH ANH（グェン ティ クィン アン） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：比治山大学・現代文化学部 

私は比治山大学で国際コミュニケーションを勉強しています。この度は奨学金の採用をして頂き誠

にありがとうございます。奨学金支援により，アルバイトの時間を減らすことができ，学校での研究

活動や学外での社会活動の時間を確保することができました。私は今年，ひろしま留学大使となりま

した。その活動として，いろいろな国の留学生を集めて，日本の文化だけでなく，異文化交流をする

イベントを開催しました。また，１０月にはひろしまベトナム協会主催の宮島清掃活動にボランティ

アとして参加しました。そこで，沢山の日本の方と話ができ，私にとって必要な日本の習慣や知識を

沢山身に付けることができたと思います。 

最後になりましたが，奨学生として支援していただき重ねてお礼申し上げます。感謝の気持ちを胸

にこれからも努力を積み重ねていきます。ありがとうございます。 

 

 

奨 学 生 名 前：張 銘越（チョウ メイエツ） 

出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

この度，株式会社大創産業様の支援により，ひろしま国際センターの令和元年度の奨学生として，

奨学金を頂き，誠にありがとうございます。この半年間，おかげさまで，充実した留学生活を送るこ

とができました。株式会社大創産業様，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。 

まず勉強に関しては，今 1年生ですが，再来年無事に卒業できるよう，現在のところ毎日，先行研

究を読んで，修論の役にたてるような論文を探し，整理しているところです。色々と大変だったです

が，本当に皆さんのおかげでここまで来られたので，これからも修士論文に取り組んで頑張っていき

たいと思います。 

勉強の他，最初は日本での就職は考えなかったんですが，今はできるだけ自分の選択肢を増やそう

という考えから，日本の就職活動にも参加しようと思っています。多分これからますます忙しい日々

が自分を待っているのがもうとっくに知っているのですが，周りの皆さんからの応援なども含めて，

楽しくやっていきたいと思います。 

 

 

奨 学 生 名 前：朴 希昊（パク キゴウ） 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：近畿大学・工学部 

大創産業様，広島県民，広島国際センターの皆さん，こんにちは。この一年間，ずっと皆さまに支

えられて，色々助けてくれて，誠にありがとうございました。 

今年の四月から今まで，特に何のクラブ活動も参加していないんですが，代わりに広島県のひろし

ま留学大使として，ずっと活動していた。地域の留学生たちと一緒に活動する上で，学校での就職活

動にも参加しています。おかげでいろいろな広島の会社に関する就職情報を手に入ることをできまし

た。 

大創産業様の会社に実際に訪問や見学したことはないんですが，ダイソーは自分の生活にとって不

可欠な，とても便利な店なので，何度も行ったことはあります。私はずっと，大創のことが素晴らし

いだと思いました。人々の生活に関心を持つ，小さいな，面白いデザインをして，人々の生活を豊か

にして，少しずつよくすることが，とても素敵なことだと思っています。もし将来機会があったら，

ぜひ大創産業で働かせていただきたいと思います。 

私は今，工学部から卒業した後，大学院に進学したいと考えています。そのあとは，広島県内で就

職したいと思います。よろしくお願いいたします。 
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奨 学 生 名 前：余 璐（ヨ ロ） 

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 

日頃に大創産業の商品を使わせていただいています。今回の支援企業はまさかの大創産業様とは，

実に嬉しいあまりです。貴重な奨学金がいただけるのも，支援企業・団体，広島県民，ひろしま国際

センターの皆様のおかげです。誠にありがとうございました。 

ここ一年半の間の日本の生活は，中国での生活とはだいぶ違います。この新しい留学生活に対する

気持ちは，最初のワクワクから寂しさに変わりましたが，今になると，友達もできて，日本での生活

に慣れてきました。ここでの留学生活は自分の人生においても，大切な経験だと思います。 

自分は卒業しても日本に残りたいです。ここで就職したいと思います。それは，わたしがここ広島

の人たちの優しさを認識したからです。また地元の辛いものがメインの食生活に比べますと，ここで

の食生活は実に健康的です。広島は少し自然もあって，ここでの食事も健康に優しいので，とても快

適に生活を送れています。 

 

 

奨 学 生 名 前：NGUYEN THI NGOC（グエン ティ ゴック） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学・経済科学部 

今回支援企業.団体(ダイソー)様,広島県民,ひろしま国際センターのおかげで，奨学金を頂きまし

て，本当に感謝したいと思っています。 

外国で学校での勉強だけではなく，異国の文化や生活も勉強しなければならないです。とても大変

でしたが，ひろしま国際センターから，的定期な様々な活動や交流会をやってくれて，外国人留学生
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思っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・一般財団法人多山報恩会」 

奨 学 生 名 前：林 夢雨（リン ムウ） 

出身国・地域：中国・四川省 

大 学 ・ 所 属：広島市立大学大学院・芸術学研究科 

この度，ひろしま国際センター留学生奨学金として採用し，支援をして頂き誠に有難うございまし
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私は広島市立大学の漆専門院二年生です，広島に留学以来もう三年目。おかげさまで，今年のアル

バイトの時間を控え，学生の本業である勉強や研究に最も力を入れることができました。また，経済

的な負担が軽減されたため，学内のイベントや作品制作に取り組むこともできまして，学生として非

常に充実した一年間を過ごすことができました。この一年間作品を制作し日本の漆の知識を勉強しま

した，そして作品も今年の第七回新県美展に入選した。 

さらに，もうすぐ修了審査で非常に忙しい時期ではアルバイトを休み，全力で修了作品を制作に挑

むことができて，早い時期に良い結果に繋がったと思っております。これからの一年間という時間も

学業や一年後の進学のためになるように有意義に使いたいと思います。 

今後も皆様からのご恩を忘れずに，社会に役立ち，国際友好に貢献できる者になれるように努力し，

今まで私を支援して下さった皆様方のご期待に添えるよう，日々精進して参りたいと思います。 
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奨 学 生 名 前：NGUYEN THI HAI YEN（グエン ティ ハイ イエン） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島女学院大学 

ひろしま国際センター，一般財団法人多山報恩会様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。奨学金の支援だけでなく，留学生の生活も手伝ってくれて，誠にありがと

うございます。 

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活動で，広島の知識をたくさん学ぶこと

ができています。私は，今年のひろしま留学大使になっており，私の使命は広島のことを世界に伝え

ることです。まだ私の能力では，広島のことを世界に伝えることは難しいですが，自分でできるだけ，

他の留学生や，他の県に発信したいと考えています。今まで留学大使になって，半年くらい経ちまし

たが，広島のことがよくわかったり，自分ももっと成長できました。これからも自分の使命を守って

広島のことを発信することを約束します。どうもありがとうございました。 

 

 

奨 学 生 名 前：Mehedi Hasan（メヘディ ハサン） 

出身国・地域：バングラディシュ 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・国際協力研究科 

Japan is one of the developed countries with a state-of-the-art, highly facilitated 
technology-based educational environment in the world. Moreover, Japan is the most cooperative 
friend of Bangladesh who is continuously supporting to build up the socio-economic condition and 
the infrastructure throughout the developing and least developed countries in the world.  

I am very much delighted and would like to acknowledge the educational contribution in 
Japan for giving me the opportunity to be one of the graduate students at Hiroshima University. 
I must admit the cooperation and guidance of my supervisor Dr. TRAN DANG XUAN, for 
accepting me in his highly equipped laboratory.  

I am a self-financed student. It is challenging to manage the funds by working part-time or 
bring money from my home country. Luckily, I was awarded this scholarship, which not only be 
helped for managing my study expense but also I was able to spend more time in research with 
high dedication.  

I am very much grateful to the scholarship authority as well as the Hiroshima International 
Center for such compassionate cooperation. In my opinion, the Hiroshima International Center is 
a student-friendly organization. With the help of which the private students can easily continue 
their study. Through this organization, foreign students can easily gain a better understanding of 
Japanese culture. And foreign students can also easily get acquainted with various Japanese 
companies and can build their own future by employing those companies.  

I am also very much grateful to Mr. Naoaki Nakamura, the president of the General 
Incorporated Foundation Tayama Hoonkai for his generosity. Through his great initiative, it has  
been easier for many foreign students like me to spend the cost of living and studying in Japan.  

I attended three exchange parties on the occasion of the scholarship. The first exchange 
party was an unforgettable day of my life. Because on that day I was given a scholarship 
certificate. This is not scholarship, it is a big achievement in my life. I have gained a good 
knowledge of Japanese unprecedented society and culture, different kinds of Japanese delicious 
foods by participating in these exchange parties. Also I think Japan is known as the most 
peaceful country in the world because of the generous and humanitarian spirit of the Japanese. 

Now I’m master student, after finishing masters I would like to complete my post graduate 
degree (PHD) from Hiroshima University. After that I would like to hunt a good job in Japan. 
 

＜日本語訳＞ 

日本は最先端の技術を持ち，高度な教育環境が整った先進国です。その上，日本は，長きにわたり

世界中の開発途上国の経済支援やインフラ支援を行なっており，バングラディシュに協力的な国でも

あります。広島大学の大学院生になれたことを大変感謝しています。そして私の教授にも，日々の指
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導や，環境の整った研究室に迎えていただいたことについて感謝しています。 

私は私費学生ですが，学費のために，アルバイトをしたり仕送りをしてもらったりすることは，私

にとっては難しいことでした。奨学金を頂いたことで，学費の助けになっただけでなく，自身の研究

に集中する時間も確保できるようになりました。奨学金制度やひろしま国際センターの温かい支援に

対して，心から感謝いたします。ひろしま国際センターは学生思いの組織だと思います。私費留学生

が安心して勉強できるための支援や日本の文化に触れる機会を提供したり，日本の企業と繋がるきっ

かけをつくったりするなど，就職に関するサポートもしてくれます。 

そして，多山報恩会の中丸理事長にも，心から感謝申し上げます。貴方の素晴らしい取り組みのお

かげで，私のような多くの留学生が，生活費や学費などの面で助けられています。この度奨学金をい

ただいたご縁で，３回ほど交流会に参加いたしました。最初の交流会では，奨学金の決定通知書を頂

き，一生忘れられない一日になりました。そして，私の人生においても大きな成果となりました。交

流会を通して，日本の社会や文化に触れることができ，日本の美味しい料理も頂きました。日本人の

寛大な心に触れて，日本が世界でも平和な国だと言われている所以が分かりました。 

現在修士課程ですが，学位を取得したら，引き続き広島大学で博士課程へ進みたいと思っておりま

す。そして，日本で就職することができれば幸いです。 

  

 

「企業等協力奨学金・株式会社中国新聞社」 

奨 学 生 名 前：何 娟（カ ケン） 

出身国・地域：中国・貴州省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

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まして，誠にありがとうございま

す。また，株式会社中国新聞社様から私を支援して下さった方々に心より感謝しております。 

支援により，経済的な負担が軽減されたため，私は学生の本業である勉強に最も力を入れることが

できて，学内のイベントや資格勉強に取り組むこともでき，学生として非常に充実した一年間を過ご

すことができています。また，就職活動においては，忙しい時期にはアルバイトの時間を控え，全力

で就職活動に挑むことができて良い結果を期待しています。今後の目標は，語学のスキルを上げ，

TOEIC 英語学習に力をいれています。自立した人間になり，ボランティア活動に活かせるようになり

たいと考えています。卒業後，広島県に就職して社会に役立ち，国際友好に貢献できる者になれるよ

うに努力しています。最後になりますが，この度のご支援を下さった方々に心より感謝申し上げます。 

 

 

「企業等協力奨学金・中国電力株式会社」 

奨 学 生 名 前：徐 文波（ジョ ブンハ） 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：県立広島大学大学院・総合学術研究科 

まずは，このたび，中国電力株式会社様から奨学金を頂いて，誠にありがとうございました。ひろ

しま国際センターや広島県民など，皆様のおかげで，勉強以外の時間を控え，研究に専念することが

できました。これから，余裕を持って自分の将来に向け計画を立てたいと思っております。 

次に，子供の時から日本のことが大好きで，大きくなったら日本に行くのは夢でした。そして，大

学に入って一生懸命に日本語を勉強し，日本に行く夢を忘れず，2015 年にやっと来日ができて，子供

の時の夢が叶えることができました。この四年間で，いろいろなイベントに参加し，多くの日本人と

友達になっております。今年はひろしま国際センターが主催した企業などの交流会により，現地の企

業と団体などに交流ができ，とても感動させていただきました。 

さらに，来年四月から就職活動に参加する予定があります。自分を持っている知識を実践と組み合

わせて，良い経験を蓄積しようと努力したいと思っております。両国の発展するために，関心を寄せ

ることも大切と考えられます。最後に，皆様のご支援を心よりお礼申し上げます。これから精一杯に

頑張ります。 
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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」 

奨 学 生 名 前：蔡 鳳儀（サイ ホウギ） 

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 

この度は株式会社中国放送様および広島テレビ放送株式会様の協力で，私を奨学生として採用した

くださり，誠にありがとうございます。同時にひろしま国際センターの支援活動のおかげで，彩な留

学生活を持っているようになっています。日本の留学生活は半年後終わる予定で，日本に来てから，

研究しながらバイトをしている暮らしは充実だし，少しの暇でも幸せだと感じます。今も順調に卒業

するために，修論を進んでいます。ボランティアとして東広島市の国際交流センターのイベントを参

加したことがあります。外国人の子供に日本語を指導し，宿題を手伝います。それは最も意義がある

と思います。そして，各国の留学生・市民とちと一緒に討論会を参加したことがありますし，話題を

中心に自由なコミュニケーションをしました。これらは深刻なイメージを残しました。今後も自分が

身に付けた知識で他人に手伝いを願っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社中電工」 

奨 学 生 名 前：MUHAMAD AFIF BIN OSMAN（ムハマド アフィフ ビン オスマン） 

出身国・地域：マレーシア 

大 学 ・ 所 属：呉高等工業専門学校・プロジェクトデザイン工学部 

支援して頂いた株式会社中電工様に始め，広島国際センターの皆様に心より感謝いたします。今年

からは私費留学生になってから，日本での生活はどうすれば良いか迷った時期がありました。ですが，

奨学金を受けたおかげで，勉学はもちろん研究と校外活動に，安心して集中することができました。

今年度は自分の研究について 3件の学会発表を無事に終わらせました。そしてその中は 1件の国際学

会で特別賞が受賞できるようになりました。さらに，呉高専は学生の国際理解度と英語力を高めるた

めに，マレーシアの大学と協力したいと考えていました。そのつど，私と担当の先生が今年の 8月中

旬マレーシアに行って打ち合わせをしました。3 つの大学に回った結果，夏休み語学プログラムが決

定になりました。今年は様々な活動ができて，間違いなく皆様の支援のおかげです。本当にありがと

うございました。 

 

 

「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」 

奨 学 生 名 前：張 鶴鳳（チョウ カクホウ） 

出身国・地域：中国・河南省 

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

から奨学金をいただき，心からお礼を申し上げます。これをきっかけで，CLUBTSS 会員とぽろぽろ倶

楽部メルマガを登録し始めました。本から学ぶことだけでなく，テレビで日本を深く知ることができ

ました。 

支援団体の支援のお陰でアルバイトの時間を減らし，研究に専念することができました。2 つの実

験をして，今は修論をまとめています。学業以外にも地域の活動，支援団体主催のイベントに参加し

て，とても充実していました。また，広島の魅力を伝えたいと思い，友人と一緒に「外国人留学生に

よる広島留学動画コンテスト」に応募しました。 

 少しでも社会に貢献できるならという感謝の気持ちで，日本で初めて献血をさせていただきまし

た。来年は進学する予定で，続けて広島で学生生活を送れるように頑張ります。 

 

 

9

hic11
テキストボックス

hic11
テキストボックス

hic11
テキストボックス



9 
 

 

「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」 

奨 学 生 名 前：蔡 鳳儀（サイ ホウギ） 

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 

この度は株式会社中国放送様および広島テレビ放送株式会様の協力で，私を奨学生として採用した

くださり，誠にありがとうございます。同時にひろしま国際センターの支援活動のおかげで，彩な留

学生活を持っているようになっています。日本の留学生活は半年後終わる予定で，日本に来てから，

研究しながらバイトをしている暮らしは充実だし，少しの暇でも幸せだと感じます。今も順調に卒業

するために，修論を進んでいます。ボランティアとして東広島市の国際交流センターのイベントを参

加したことがあります。外国人の子供に日本語を指導し，宿題を手伝います。それは最も意義がある

と思います。そして，各国の留学生・市民とちと一緒に討論会を参加したことがありますし，話題を

中心に自由なコミュニケーションをしました。これらは深刻なイメージを残しました。今後も自分が

身に付けた知識で他人に手伝いを願っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社中電工」 

奨 学 生 名 前：MUHAMAD AFIF BIN OSMAN（ムハマド アフィフ ビン オスマン） 

出身国・地域：マレーシア 

大 学 ・ 所 属：呉高等工業専門学校・プロジェクトデザイン工学部 

支援して頂いた株式会社中電工様に始め，広島国際センターの皆様に心より感謝いたします。今年

からは私費留学生になってから，日本での生活はどうすれば良いか迷った時期がありました。ですが，

奨学金を受けたおかげで，勉学はもちろん研究と校外活動に，安心して集中することができました。

今年度は自分の研究について 3件の学会発表を無事に終わらせました。そしてその中は 1件の国際学

会で特別賞が受賞できるようになりました。さらに，呉高専は学生の国際理解度と英語力を高めるた

めに，マレーシアの大学と協力したいと考えていました。そのつど，私と担当の先生が今年の 8月中

旬マレーシアに行って打ち合わせをしました。3 つの大学に回った結果，夏休み語学プログラムが決

定になりました。今年は様々な活動ができて，間違いなく皆様の支援のおかげです。本当にありがと

うございました。 

 

 

「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」 

奨 学 生 名 前：張 鶴鳳（チョウ カクホウ） 

出身国・地域：中国・河南省 

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

から奨学金をいただき，心からお礼を申し上げます。これをきっかけで，CLUBTSS 会員とぽろぽろ倶

楽部メルマガを登録し始めました。本から学ぶことだけでなく，テレビで日本を深く知ることができ

ました。 

支援団体の支援のお陰でアルバイトの時間を減らし，研究に専念することができました。2 つの実

験をして，今は修論をまとめています。学業以外にも地域の活動，支援団体主催のイベントに参加し

て，とても充実していました。また，広島の魅力を伝えたいと思い，友人と一緒に「外国人留学生に

よる広島留学動画コンテスト」に応募しました。 

 少しでも社会に貢献できるならという感謝の気持ちで，日本で初めて献血をさせていただきまし

た。来年は進学する予定で，続けて広島で学生生活を送れるように頑張ります。 
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「企業等協力奨学金・南条装備工業株式会社」 

奨 学 生 名 前：謝 金菊（シャ キンギク） 

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 

この度は，ひろしま国際センター奨学生として，南条装備工業株式会社様より奨学金のご支援をい

ただき，心より感謝申し上げます。 

ご支援を頂いたおかげで，研究に専念ことができました。この一年間，日本の企業に勤めているた

くさんの方にお仕事についてインタビューしたり，日本企業の働き方について交流をしたりすること

ができました。特に，ひろしま国際センター様が主催したツアーで西川ゴム工業株式会社や株式会社

ハマダなどの広島県にある製造業の工場見学をして，広島の製造業についてより知ることができまし

た。 

また，研究以外に，ひろしま国際センターが主催する能楽鑑賞や広島の神楽などに見に行くことも

でき，いつも日本の伝統芸能に魅了されております。個人としは広島に来た外国人の方々に宮島や広

島城，平和公園などについて案内したり，留学生会館の行事に参加したり，地域の方々と一緒に地域

の行事に参加することもできました。将来の目標は日中の間の架け橋になることです。もっと多くの

方に日本の魅力を伝えていきたいです。 

 

 

「企業等協力奨学金・西川ゴム工業株式会社」 

奨 学 生 名 前：潘 意涵（ハン イカン） 

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 

この度は，西川ゴム工業株式会社様より，奨学金を支給していただき誠にありがとうございます。

また，支援していただいた広島県民とひろしま国際センターの皆様に心より感謝申し上げます。 

博士課程後期の二年生の生活も，もうすぐ終わります。私は，一寸の光陰軽んずべからずという言

葉を座右の銘としており，私なりに充実した一年間を過ごしてきたと思います。修士の研究では，中

国料理店で働く中国系移住労働者における社会的ネットワークの実態について分析を試みました。博

士課程では，以前の成果を踏まえ，日中国際結婚の家庭に着目し，生活物語を地理学視野に入れて解

析しています。端的に言うと，同じ異郷での同胞者として，間近で彼らの生活を観察し記録を行い，

コミュニティ内部の繋がりと日本社会との接点，交流に焦点を当ててアプローチします。この中でも，

奨学金の一部を実施調査に活かせました。聞き取り調査を実施した際に，感銘を受けるほどの刻苦奮

闘の経歴と異郷で起こった摩擦，軋轢並びに日本人との間に発生した温かい物語を沢山聞かせてもら

いました。調査を通して，日中間の架け橋になる役割を果たすという使命感を改めて実感しました。 

今後につきましても，ご支援いただいた皆様への感謝及び「質実剛健」，「七転八起」の精神を忘

れず，より一層勉学に励み，周りの人を幸せにでき，社会に貢献できる人間を目指して参ります。最

後になりますが，ひろしま国際センター留学生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した。 
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「企業等協力奨学金・広島ガス株式会社」 

奨 学 生 名 前：NABILAH ADLIN BINTI ZULKIFLI（ナビラ アデリン ビンチ ズルキフリ） 

出身国・地域：マレーシア 

大 学 ・ 所 属：広島国際大学・リハビリテーション支援学科 

広島国際大学リハビリテーション支援学科義肢装具学専門 2年のナビラです。この度はひろしま国

際センター留学生奨学金に採用していただき，誠に感謝しております。頂いた奨学金は生活費などと

して大切に使わせていただいています。現在 2 年生であり，義肢装具学を勉強しています。義肢装

具士を目指す仲間とともに勉強に励み，国家試験に合格できるよう頑張っています。このように勉強

に励むことができたのは，奨学金の給付があったからです。本当にありがとうございました。 

今年は同じクラスの学生達と一緒に車椅子ボランティア団体を作りました。学生チャレンジとして，

地域の施設で用意された車椅子を修理するボランテア活動です。団体の目的は学生達が車いすに触ら

せると利用者に安全と快適に車いすを利用していただくことです。現在，東広島を中心に活動してい

ます。これからもより地域の人達と関わって，どのような車いすでも修理できるよう頑張ります。イ 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社広島銀行」 

奨 学 生 名 前：蒋 皓（ショウ コウ） 

出身国・地域：中国・上海 

大 学 ・ 所 属：広島市立大学大学院・芸術学研究科 

この度，株式会社広島銀行様の支援より，ひろしま国際センターの奨学金を頂くことができ，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まして感謝しております。 

この 1年間，大学院の授業とアルバイトは忙しいですが，頑張っています。また，「Bunkyo Study 

Abroad Fair 2019」の文教大学からイベント活動へ参加しました。この活動を通じて，日本人とのコ

ミュニケーションが良くなって，そして自分の母国文化や特産などを紹介し，文教大学英語専門の一

年生から，自分の故郷についての質問なども答えました。また，私の先生と一緒にいろんなデザイン

に関する仕事もやりました。私の研究だけに専念するのではなく，会社からの仕事なども体験し今後

は日本で就職するために試験を頑張ります。 

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ます。最

後にもう一度，この度は奨学金を頂き感謝申し上げます。 

 

 

奨 学 生 名 前：LIM JIT FOONG（リム ジット フォン） 

出身国・地域：マレーシア  

大 学 ・ 所 属：尾道市立大学・芸術文化学部 

支援企業をはじめ私たち奨学生のためにいろいろな支援をいただいているひろしまのみなさま，本

当にありがとうございます。私は日本文学を勉強しています。今年は 3年生で，ゼミの研究と卒論へ

の準備で，毎日忙しくも充実した日々を過ごしています。また，アルバイトでは小中学生に英語を教

えています。英語を教えることで，私自身の英語への理解が深まるばかりではなく，日本語との違い

への理解もさらに深めることができました。そのことにより，ゼミで「言語」の分野を研究している

身しては，とても参考になっています。これらの経験から，ある言語の間には一定の類似と，文化に

よって形成される相違とが存在するということがわかりました。日本語をより研究するために，日本

の文化への理解を深めていきたいです。 
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「企業等協力奨学金・広島ガス株式会社」 

奨 学 生 名 前：NABILAH ADLIN BINTI ZULKIFLI（ナビラ アデリン ビンチ ズルキフリ） 

出身国・地域：マレーシア 

大 学 ・ 所 属：広島国際大学・リハビリテーション支援学科 

広島国際大学リハビリテーション支援学科義肢装具学専門 2年のナビラです。この度はひろしま国

際センター留学生奨学金に採用していただき，誠に感謝しております。頂いた奨学金は生活費などと

して大切に使わせていただいています。現在 2 年生であり，義肢装具学を勉強しています。義肢装

具士を目指す仲間とともに勉強に励み，国家試験に合格できるよう頑張っています。このように勉強

に励むことができたのは，奨学金の給付があったからです。本当にありがとうございました。 

今年は同じクラスの学生達と一緒に車椅子ボランティア団体を作りました。学生チャレンジとして，

地域の施設で用意された車椅子を修理するボランテア活動です。団体の目的は学生達が車いすに触ら

せると利用者に安全と快適に車いすを利用していただくことです。現在，東広島を中心に活動してい

ます。これからもより地域の人達と関わって，どのような車いすでも修理できるよう頑張ります。イ 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社広島銀行」 

奨 学 生 名 前：蒋 皓（ショウ コウ） 

出身国・地域：中国・上海 

大 学 ・ 所 属：広島市立大学大学院・芸術学研究科 

この度，株式会社広島銀行様の支援より，ひろしま国際センターの奨学金を頂くことができ，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まして感謝しております。 

この 1年間，大学院の授業とアルバイトは忙しいですが，頑張っています。また，「Bunkyo Study 

Abroad Fair 2019」の文教大学からイベント活動へ参加しました。この活動を通じて，日本人とのコ

ミュニケーションが良くなって，そして自分の母国文化や特産などを紹介し，文教大学英語専門の一

年生から，自分の故郷についての質問なども答えました。また，私の先生と一緒にいろんなデザイン

に関する仕事もやりました。私の研究だけに専念するのではなく，会社からの仕事なども体験し今後

は日本で就職するために試験を頑張ります。 

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ます。最

後にもう一度，この度は奨学金を頂き感謝申し上げます。 

 

 

奨 学 生 名 前：LIM JIT FOONG（リム ジット フォン） 

出身国・地域：マレーシア  

大 学 ・ 所 属：尾道市立大学・芸術文化学部 

支援企業をはじめ私たち奨学生のためにいろいろな支援をいただいているひろしまのみなさま，本

当にありがとうございます。私は日本文学を勉強しています。今年は 3年生で，ゼミの研究と卒論へ

の準備で，毎日忙しくも充実した日々を過ごしています。また，アルバイトでは小中学生に英語を教

えています。英語を教えることで，私自身の英語への理解が深まるばかりではなく，日本語との違い

への理解もさらに深めることができました。そのことにより，ゼミで「言語」の分野を研究している

身しては，とても参考になっています。これらの経験から，ある言語の間には一定の類似と，文化に

よって形成される相違とが存在するということがわかりました。日本語をより研究するために，日本

の文化への理解を深めていきたいです。 
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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」 

奨 学 生 名 前：張 婷（チョウ テイ） 

出身国・地域：中国・甘粛省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

この一年間支援を頂いて，本当にありがとうございました。私にとって大きな助けになりました。 

夏休みが始まった時は，私が宮島中学校の英語キャンプに参加して，中学生と英語で交流しました。

留学生にたちにとっても，このイベントに参加できる中学生にとっても，とても有意義なイベントだ

と思います。中国の中学校ではキャンプも少なく，外国人と英語を練習する機会も少ないです。この

中学校が素晴らしいと思い，こういう機会があるのは嬉しいです。 

今年の 7月にブルームバーグの投資コンテストに参加したことで，将来の目標が明確になりました。

そして今学期が始まってから，私はアルバイトをやめて勉強に専念しました。その後，「国際経営に

おける人材の育成と備後企業の取り組み」という連携講義を開いて，経営学の知識を勉強しています。

今から一橋大学の大学院を目指して，一生懸命勉強します。この一年間の支援や交流イベントなどお

世話になりました。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」 

奨 学 生 名 前：戦 秀晴（セン シュウセイ） 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：比治山大学・短期大学部 

この度は，ひろしま国際センター奨学生として，広島信用金庫様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，何事にも前向きな気持ちで取り組んでい

る，学業も専念することができまして非常に感謝しております。 

この一年間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。いろいろなイベントを参加

し，「広島留学動画コンテスト」も応募しました。自分とふさわしい分野のイベントがあって申込ま

してすごく楽しかったです。現在卒業制作を専念しています。また，短期大学部を卒業後に，京都精

華大学に編入することに決まりました，入学許可もう取れたので，残りは頑張るしかないと思います。 

将来の夢は，卒業して成果を生かして，自分の研究している分野の知識を使って，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。 最後に，ひろしま国際セ

ンターまた広島信用金庫様の協力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。 

 

 

「企業等協力奨学金・広島電鉄株式会社」 

奨 学 生 名 前：PHAM THI THUY（ファム ティ トウイ） 

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 

この度，広島電鉄株式会社様から奨学金のご支援を頂き，誠にありがとうございます。また，ひろ

しま国際センターのおかげで，楽しい交流会に参加できてありがとうございます。 

今年，ひろしま留学大使になって，世界の友達に魅力ある広島を紹介しています。そして様々なボ

ランティアもしています。最近，古市のグループホームでご年配の方々とお話をして，ホットケーキ

を作りました。日本人の親切さが理解でき，楽しい１日になり，もっと日本人のことが好きになりま

した。 

これからもっと社会活動に参加し，社会に貢献したいです。将来は，通訳者になり，日本とベトナ

ムを繋げる懸け橋になりたいと思っています。 
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「企業等協力奨学金・株式会社広島東洋カープ」 

奨 学 生 名 前：李 夢（リ ム） 

出身国・地域：中国・貴州省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

この度，株式会社広島東洋カープ様のご支援により，ひろしま国際センターの奨学金を頂くことが

できて，誠にありがとうございます。この１年間で，私はひろしま国際センターと支援企業の皆様か

らにより，充実した留学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であるビジネス日本語養成研修に参加して，勉学に打ち込む

ことができました。また，日本語能力試験 N１のご区画を目指して勉強しています。どれも奨学金の

おかげです。 

また，就職活動においても進んでいます。私は広島県の優しい方と綺麗な自然環境に感心しており，

この広島県の会社で内定を頂きました。将来も一生懸命に仕事を頑張ります。今後，感謝の気持ちを

持って，広島の発掘に繋がるように努力致します。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社プローバホールディングス」 

奨 学 生 名 前：高 艶（コウ エン） 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経営学科 

この度奨学金を支援頂いた，株式会社プローバホールディングス様からは，経営の基本は財務力と

人財力であることを学びました。また，仕事とプライベートの両立が健やかに行える健康経営を目指

し，サービスを通じて歓びを生み出す，社会から愛される企業を目指していることも学びました。 

広島県の方は，私達留学生にとても親切で，とても優しいです。みんな家族のように接してくれて，

心が暖かくなりました。 

私は簿記に興味があるので，今から簿記をしっかり勉強して，来年は簿記 3級を取れるようにした

いです。将来帰国しても日本で就職しても会計のような仕事をしたいです。今年は，奨学金をもらっ

たので，勉強やイベントに参加する時間が多くなりました。奨学金を支援頂いた，株式会社プローバ

ホールディングス様と，奨学生に選んで頂いたひろしま国際センター様に，感謝申し上げます。これ

からは，もっと努力してもっと優秀な人になるように頑張ります。ありがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・マツダ株式会社」 

奨 学 生 名 前：徐 茂錚（ショウ ショクソウ） 

出身国・地域：中国・北京市 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

この度は，マツダ株式会社様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。 

 私は，広島大学大学院・工学研究科第二類・システムサイバネティクス専攻・ロボティクス研究室の

に所属しており，この一年間，研究に集中しています。令和元年４月から広島大学の博士になり，博

士号の取得に向け勉強しています。これが目標となるため，自分自身を向上していきたいです。私は

この一年間に，「日本計測制御学会」の学術発表を行いました。この発表には重大な意味があり，私

が初めて自分の研究を報告しました。研究室では毎週グループゼミはありますが，学術会議の発表は

ゼミに比べ，自信と発表のスキルが必要です。私は発表を通して，自分の能力が鍛えられたと思いま

す。発表終了と同時に，博士のジャーナル作成に集中しました。未来には，困難も挑戦もあるかもし

れませんが，諦めないように頑張ります。もう一度，マツダ株式会社の皆さま，ひろしま国際センタ

ーの皆さまへ心から感謝申し上げます。 
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「企業等協力奨学金・株式会社広島東洋カープ」 

奨 学 生 名 前：李 夢（リ ム） 

出身国・地域：中国・貴州省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

この度，株式会社広島東洋カープ様のご支援により，ひろしま国際センターの奨学金を頂くことが

できて，誠にありがとうございます。この１年間で，私はひろしま国際センターと支援企業の皆様か

らにより，充実した留学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であるビジネス日本語養成研修に参加して，勉学に打ち込む

ことができました。また，日本語能力試験 N１のご区画を目指して勉強しています。どれも奨学金の

おかげです。 

また，就職活動においても進んでいます。私は広島県の優しい方と綺麗な自然環境に感心しており，

この広島県の会社で内定を頂きました。将来も一生懸命に仕事を頑張ります。今後，感謝の気持ちを

持って，広島の発掘に繋がるように努力致します。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社プローバホールディングス」 

奨 学 生 名 前：高 艶（コウ エン） 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・経営学科 

この度奨学金を支援頂いた，株式会社プローバホールディングス様からは，経営の基本は財務力と

人財力であることを学びました。また，仕事とプライベートの両立が健やかに行える健康経営を目指

し，サービスを通じて歓びを生み出す，社会から愛される企業を目指していることも学びました。 

広島県の方は，私達留学生にとても親切で，とても優しいです。みんな家族のように接してくれて，

心が暖かくなりました。 

私は簿記に興味があるので，今から簿記をしっかり勉強して，来年は簿記 3級を取れるようにした

いです。将来帰国しても日本で就職しても会計のような仕事をしたいです。今年は，奨学金をもらっ

たので，勉強やイベントに参加する時間が多くなりました。奨学金を支援頂いた，株式会社プローバ

ホールディングス様と，奨学生に選んで頂いたひろしま国際センター様に，感謝申し上げます。これ

からは，もっと努力してもっと優秀な人になるように頑張ります。ありがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・マツダ株式会社」 

奨 学 生 名 前：徐 茂錚（ショウ ショクソウ） 

出身国・地域：中国・北京市 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・工学研究科 

この度は，マツダ株式会社様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。 

 私は，広島大学大学院・工学研究科第二類・システムサイバネティクス専攻・ロボティクス研究室の

に所属しており，この一年間，研究に集中しています。令和元年４月から広島大学の博士になり，博

士号の取得に向け勉強しています。これが目標となるため，自分自身を向上していきたいです。私は

この一年間に，「日本計測制御学会」の学術発表を行いました。この発表には重大な意味があり，私

が初めて自分の研究を報告しました。研究室では毎週グループゼミはありますが，学術会議の発表は

ゼミに比べ，自信と発表のスキルが必要です。私は発表を通して，自分の能力が鍛えられたと思いま

す。発表終了と同時に，博士のジャーナル作成に集中しました。未来には，困難も挑戦もあるかもし

れませんが，諦めないように頑張ります。もう一度，マツダ株式会社の皆さま，ひろしま国際センタ

ーの皆さまへ心から感謝申し上げます。 
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奨 学 生 名 前：NGUYEN THI THUONG（グェン ティ トゥオン） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・工学部 

この度はマツダ株式会社様から奨学金を頂きありがとうございます。今後も，ご支援頂いた皆様へ

の感謝を忘れず，より一層勉学に励み精進します。私は，将来設計士になり，日本で働くことを目指

しています。従って，専門知識の勉強だけではなく，私のコミュニケーション能力を高める為，今年

の４月から大学の留学生会の部長として活動しています。まだ一年も経過していませんが，私の成長

に大きく影響しています。大学の学習については，前期で２３単位を取得し，予習や復習を一生懸命

取り組みました。その結果，成績（GPA）が３．３７という結果となりました。 

卒業後も日本とベトナムの懸け橋として活躍できる設計士を目指し，努力をしていきたいと考えて

おります。 

 

 

奨 学 生 名 前：魏 達因（ギ タツイン） 

出身国・地域：中国・河南省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

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。 

マツダ株式会社様の奨学金支援のおかげで，経済的な心配なく研究に専念ができ，余裕がある生活

ができたので大変助かりました。広島国際センターからいろいろなイベントを紹介してくれ，地元の

皆さんの日常生活を体験することができ，日本文化を深く味わうことができて楽しかったです。道に

歩いて親切に挨拶してくれた県民たち，バイト先でいつもお心遣いをしてくれたオーナーさんと従業

員たち，温かく穏やかな留学生活を送ることができて良かったです。 

この一年間，自分のオリジナルティがある研究をできるように，頑張っている一方，地元のお祭り

のボランティアなどを参加しました。研究をやりながら，充実した生活を過ごしています。 

今まで勉強した専攻知識を生かすため，将来の仕事は中国で日本語を教える教員になれば一番有意

義ではないかと思っています。その夢を叶えるよう，今は中国のオンライン塾で，中国人の学生に日

本語を教え，経験を積み重ねればと思います。 

最後になりますが，広島国際センターに携われる皆様に重ねてお礼を申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 

 

奨 学 生 名 前：王 童揺（オウ ドウヨウ） 

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 

支援企業・団体，広島県民，ひろしま国際センターの方々，こんにちは。私は広島大学の王童瑶と

申します。ひろしま国際センター奨学金をいただいき，大変感謝しております。この 1年間では，私

は多方面から援助していただき，ご支持とご指導に対しては誠にありがとうございました。 

この 1年間では，私は教育学部の授業においてティーチング・アシスタントを務め，教員の職務遂

行を手伝っていました。また，今年の 9月に東京にキャンパスを置く日本大学で開催される日本教育

心理学会 61 回総会に参加し，専門に関する知識をたくさん学習しました。一方，ひろしま国際セン

ターで行われた留学生日本語スピーチコンテストに参加し，自分を挑戦しました。それに，ひろしま

留学大使として，積極的にいろいろなイベントにも参加しました。近隣の小学校を訪問し，子どもと

交流しました。これらのことから，もっと広島の魅力としての実際に経済発展，風俗文化を体験する

ことや日本人と接し，考え方を理解でき，視野を広げることができると思っています。 

これからの目標については，来年 9 月に静岡県浜松市で行われる日本教育心理学会 62 回総会にて

研究成果の報告を行うことを目指しております。また，残った 1年間に，自分の研究を完成するよう

に頑張っています。最後，私は日本に深い関心を持っている中国人として，日中両国の友好関係のた

め，自分ができることから精一杯頑張りたいと思います。 
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奨 学 生 名 前：張 雲鳳（チョウ ウンホウ） 

出身国・地域：中国・浙江省 

大 学 ・ 所 属：尾道市立大学・経済情報学部 

この度，ひろしま国際センター奨学として，マツダ株式会社様のご支援による奨学金をいただき，

心より感謝申し上げます。今回の奨学金は，学費の面だけでなく，生活の面でも支援していただいて

いるため，アルバイトから時間を節約することができ，就職と卒業論文専念することができました。 

10 月にボランティアとして，「土曜くまのっ子教室」に行きました。中国について子どもたちに紹

介して，，その後，子どもたちにたくさんの質問をいただきました。これまでは何回も子どもの教室

に行ったことがあって，日本の子どもの教室に，このような国際交流イベントを設けることはとても

いいと思いました。 

最後ですが，再びご支援をいただいたマツダ株式会社とひろしま国際センターに感謝申し上げます。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社マツダＥ＆Ｔ」 

奨 学 生 名 前：DO THI THUY DUONG（ドー ティ トゥイ ズオン） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・現代社会学科 

この度はひろしま国際センター奨学金にご支援いただき，誠にありがとうございます。昨年度のわ

たしの取り組みが認められて，大変光栄に思うとともに，心より感謝しております。 

本年度，私は主にコミュニケーション言語について学び，他の国の文化について学ぶのが大好きで

す。特に韓国に興味があって，文化について学びながら，一週間ほど韓国に行って異文化体験をしま

した。 

奨学金のおかげで，私はアルバイトの時間を短縮し，勉強とインターンシップへの参加は，以前よ

り多くの時間を取れるようになりました。繰り返しになりますが，ご支援いただいた方々，本当にあ

りがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・マツダエース株式会社」 

奨 学 生 名 前：殷 永全（イン エイゼン） 

出身国・地域：台湾 

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。

マツダエース株式会社様とひろしま国際センターに，お礼を申し上げます。心から感謝いたします。

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。 

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，ホームカミングデー企画「文学部で

味わう世界のティータイム」発表します。学園祭の日は台湾の観光紹介をします。例えば，人気の台

北や港町の風情と近代都市の魅力を兼ね備えた高雄や“台湾の小京都”なんて呼ばれる歴史と伝統が

息づく台南。平日で，授業が終わるとき，図書館によくいきます。いろいろな資料を探したり，本を

読んだりすることが充実していると思います。日本へ留学して，広島に来て，本当に良かったと思い

ます。これからも前向きに頑張っていこうと思います。 

末筆ながら，マツダエース株式会社様とひろしま国際センター厚く御礼申し上げます。社業と事業

のますますのご発展，万事が思いどおりでありますよう，心より祈念いたします。 
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奨 学 生 名 前：張 雲鳳（チョウ ウンホウ） 

出身国・地域：中国・浙江省 

大 学 ・ 所 属：尾道市立大学・経済情報学部 

この度，ひろしま国際センター奨学として，マツダ株式会社様のご支援による奨学金をいただき，

心より感謝申し上げます。今回の奨学金は，学費の面だけでなく，生活の面でも支援していただいて

いるため，アルバイトから時間を節約することができ，就職と卒業論文専念することができました。 

10月にボランティアとして，「土曜くまのっ子教室」に行きました。中国について子どもたちに紹

介して，，その後，子どもたちにたくさんの質問をいただきました。これまでは何回も子どもの教室

に行ったことがあって，日本の子どもの教室に，このような国際交流イベントを設けることはとても

いいと思いました。 

最後ですが，再びご支援をいただいたマツダ株式会社とひろしま国際センターに感謝申し上げます。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社マツダＥ＆Ｔ」 

奨 学 生 名 前：DO THI THUY DUONG（ドー ティ トゥイ ズオン） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島国際学院大学・現代社会学科 

この度はひろしま国際センター奨学金にご支援いただき，誠にありがとうございます。昨年度のわ

たしの取り組みが認められて，大変光栄に思うとともに，心より感謝しております。 

本年度，私は主にコミュニケーション言語について学び，他の国の文化について学ぶのが大好きで

す。特に韓国に興味があって，文化について学びながら，一週間ほど韓国に行って異文化体験をしま

した。 

奨学金のおかげで，私はアルバイトの時間を短縮し，勉強とインターンシップへの参加は，以前よ

り多くの時間を取れるようになりました。繰り返しになりますが，ご支援いただいた方々，本当にあ

りがとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・マツダエース株式会社」 

奨 学 生 名 前：殷 永全（イン エイゼン） 

出身国・地域：台湾 

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。

マツダエース株式会社様とひろしま国際センターに，お礼を申し上げます。心から感謝いたします。

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。 

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，ホームカミングデー企画「文学部で

味わう世界のティータイム」発表します。学園祭の日は台湾の観光紹介をします。例えば，人気の台

北や港町の風情と近代都市の魅力を兼ね備えた高雄や“台湾の小京都”なんて呼ばれる歴史と伝統が

息づく台南。平日で，授業が終わるとき，図書館によくいきます。いろいろな資料を探したり，本を

読んだりすることが充実していると思います。日本へ留学して，広島に来て，本当に良かったと思い

ます。これからも前向きに頑張っていこうと思います。 

末筆ながら，マツダエース株式会社様とひろしま国際センター厚く御礼申し上げます。社業と事業

のますますのご発展，万事が思いどおりでありますよう，心より祈念いたします。 
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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」 

奨 学 生 名 前：NGUYEN THUY TUONG VI（グエン ティ ツウン ヴィ） 

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 

私が日本にやってきたのは三年前のことです。時間の経つのは本当に早いです。日本に来た時のこ

とを，まるで昨日の出来事のように覚えています。交流館のある広島文化学園大学は自然に満ちあふ

れ新鮮でしたが，ちょっと心細かったです。でも，あっという間に卒業を準備する時期になりました。

今，自分の将来の道を開くために，学校のセミナーの先生に手伝って下さり，私に合う大学院を探し

ています。 

言語は知識を得る手段だと思っています。将来，私に合う仕事をするために，日本語を勉強しなが

ら，他の専門も勉強したいです。よく考えた結果，経済を勉強しようと決めました。また，経済に関

して仕事をするとともに，大学で教師になるために勉強することを実践したいです。できれば，ホー

チミン市経済大学で働きたいと思います。その時は日本の企業やベトナムの日系企業とベトナムの若

い人材の間の架け橋になりたいです。この夢を達成するために，大学院に入ることが必要です。現在，

ベトナムの経済は発展しています。その中で私は，企業に潜在的な若い人材を紹介してあげたいと思

っています。家族からは教師になって教師を続けることを勧められています。家族の夢と自分の夢を

組み合わせるため，教師と経済を組み合わせる事を探しています。 

 私は，残された留学期間に語学力の向上だけでなく，いろいろ多くのことに挑戦してみたいです。

様々な国の人たちと親しくなり，お互いの文化を理解し合うことを目標とします。ひろしま国際セン

ターにも感謝しています。良い環境を提供して下さり，ありがとうございます。日本の学生と他の留

学生に出会えて，とても幸せです。 

最後に，皆さんのおかげで自分の未来が大きく切り拓かれていきました。今後もこのことが続くよ

うに祈っています。 

 

 

「企業等協力奨学金・三島食品株式会社」 

奨 学 生 名 前：楊 丹（ヨウ タン） 

出身国・地域：中国・山西省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・教育学研究科 

このたびは，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。現在は，

祖父母の子育てに関する家庭教育支援の研究をしております。毎日，研究室で勉強する日々を送ってお

ります。インターネットで文献を調べ，文献や資料を整理して文献発表の準備などにも追われておりま

す。本年度は，10月の構想発表をしておりました。まだ，来年の中国・四国教育学会の発表の準備もし

ております。 

他にも，呉市の「ふれあい広場」と東広島の「子育て広場バナナ」や坂町の「孫育て応援講座」など

いろいろな子育て活動に参加しておりました。今この瞬間を一生懸命目の前の研究に力を注ぐことが大

切だと肝にめいじ，地道に研究を続けております。将来は，中国の大学の先生になりたいと考えており

ます。研究すること，勉強することは，私にはとても楽しい時間です。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，本当にありがと

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。 

 

 

 

 

 

 

 

16

hic11
テキストボックス

hic11
テキストボックス



17 
 

 

「企業等協力奨学金・株式会社もみじ銀行」 

奨 学 生 名 前：鄧 悦（トウ エツ） 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：県立広島大学・総合学術研究科 

この度，ひろしま国際センターを通して，株式会社もみじ銀行様の奨学金をいただき，誠にありが
とうございました。おかげ様で，私はこの一年間に勉強に専念でき，とても充実した留学生生活を過
ごしました。本当に心を込めて感謝の気持ちを申し上げたいです。 
一年間を経ち，卒業を迎え，修士論文に集中しています。やはり，日本語で修士論文を書くことは，

留学生にとって少し困難なことですが，研究室の先生方々の指導を受け，少しずつ進んでいます。研
究の暇を利用し，今年 11 月，私は留学生会館で行った祭りで，日本文化についての着物体験イベン
トを参加し，着物を試着したことがとても楽しかったです。 

将来に，私は日本で就職し，大学時代で学んだ知識や留学生生活での色々ないい経験をしっかり生
かし，日本の企業で思った存分自分の力を試し，また日本人が仕事に対する態度と理念を肌で感じて，
仕事につきながら日本文化への理解も深めていき，日本と母国の中国の架け橋になりたいと思います。 
最後に，重ねてお礼を申し上げると共に，皆様のご健康とご成功をお祈り申し上げます。本当にあり
がとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社モルテン」 

奨 学 生 名 前：馬 鏡如（バ キョウジョ） 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・医系科学研究科 

この度貴奨学金の採用をしていただき，誠にありがとうございます。支援してくれた企業モルテン

にもお礼を申し上げます。この奨学金のおかげで，学業に専念して打ち込めることができます。これ

からも感謝の気持ちを抱きながら，一生懸命勉強します。将来社会に役に立つ人をなろうと思います。

広島に来たおよそ二年間良いことと悪いことはいろいろありましたけど，苦しい記憶より，楽しい記

憶がたくさん心の中に残りました。広島の県民たちも優しいし，毎回「日本語が上手ですね。」って

言われた時，本当に楽しかったです。またひろしま国際センターの奨学生交流会を通して，自分と同

じような留学生たちと知りました。いろいろ共感してくれる人もいます，本当にありがとうございま

す。今も留学生のストレスマネジメントと異文化コミュニケーションを研究しています，これから国

際文化交流に役立つように目指しています。 

 

 

「企業等協力奨学金・医療法人社団ヤマナ会」 

奨 学 生 名 前：TRAN MAI LY（チャン マイ リ） 

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 

この度，ひろしま国際センターを通じ，医療法人社団ヤマナ会様から奨学金を頂戴し，誠にありが

とうございます。この奨学金制度を支えてくださっている皆様に少しなくとも，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。 

私は現在，毎日勉強に専念できるになりますおかげで，貴重な資料を手に入れることができました。

さらに国際交流活動に参加して，友達をできて，日本の文化，歴史や習慣を深く理解できました。ま

たは，奨学金をいただいて，アルバイトの時間を減らし，少し余裕な時間を作ることができましたの

で，学内と学内の色んな交流活動に積極的に参加しており，楽しく充実した留学生生活を送っており

ます。これから日本語能力試験 N1を合格して，TOEICの 800点を取れるように勉強を続けていこうと

思います。将来，“日本とベトナムの掛け橋”という人物になることを目標としています。そのため

に頑張ります。 
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「企業等協力奨学金・株式会社もみじ銀行」 

奨 学 生 名 前：鄧 悦（トウ エツ） 

出身国・地域：中国・吉林省 

大 学 ・ 所 属：県立広島大学・総合学術研究科 

この度，ひろしま国際センターを通して，株式会社もみじ銀行様の奨学金をいただき，誠にありが
とうございました。おかげ様で，私はこの一年間に勉強に専念でき，とても充実した留学生生活を過
ごしました。本当に心を込めて感謝の気持ちを申し上げたいです。 
一年間を経ち，卒業を迎え，修士論文に集中しています。やはり，日本語で修士論文を書くことは，

留学生にとって少し困難なことですが，研究室の先生方々の指導を受け，少しずつ進んでいます。研
究の暇を利用し，今年 11 月，私は留学生会館で行った祭りで，日本文化についての着物体験イベン
トを参加し，着物を試着したことがとても楽しかったです。 
将来に，私は日本で就職し，大学時代で学んだ知識や留学生生活での色々ないい経験をしっかり生

かし，日本の企業で思った存分自分の力を試し，また日本人が仕事に対する態度と理念を肌で感じて，
仕事につきながら日本文化への理解も深めていき，日本と母国の中国の架け橋になりたいと思います。 
最後に，重ねてお礼を申し上げると共に，皆様のご健康とご成功をお祈り申し上げます。本当にあり
がとうございました。 

 

 

「企業等協力奨学金・株式会社モルテン」 

奨 学 生 名 前：馬 鏡如（バ キョウジョ） 

出身国・地域：中国・遼寧省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・医系科学研究科 

この度貴奨学金の採用をしていただき，誠にありがとうございます。支援してくれた企業モルテン

にもお礼を申し上げます。この奨学金のおかげで，学業に専念して打ち込めることができます。これ

からも感謝の気持ちを抱きながら，一生懸命勉強します。将来社会に役に立つ人をなろうと思います。

広島に来たおよそ二年間良いことと悪いことはいろいろありましたけど，苦しい記憶より，楽しい記

憶がたくさん心の中に残りました。広島の県民たちも優しいし，毎回「日本語が上手ですね。」って

言われた時，本当に楽しかったです。またひろしま国際センターの奨学生交流会を通して，自分と同

じような留学生たちと知りました。いろいろ共感してくれる人もいます，本当にありがとうございま

す。今も留学生のストレスマネジメントと異文化コミュニケーションを研究しています，これから国

際文化交流に役立つように目指しています。 

 

 

「企業等協力奨学金・医療法人社団ヤマナ会」 

奨 学 生 名 前：TRAN MAI LY（チャン マイ リ） 

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 

この度，ひろしま国際センターを通じ，医療法人社団ヤマナ会様から奨学金を頂戴し，誠にありが

とうございます。この奨学金制度を支えてくださっている皆様に少しなくとも，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。 

私は現在，毎日勉強に専念できるになりますおかげで，貴重な資料を手に入れることができました。

さらに国際交流活動に参加して，友達をできて，日本の文化，歴史や習慣を深く理解できました。ま

たは，奨学金をいただいて，アルバイトの時間を減らし，少し余裕な時間を作ることができましたの

で，学内と学内の色んな交流活動に積極的に参加しており，楽しく充実した留学生生活を送っており

ます。これから日本語能力試験 N1を合格して，TOEICの 800点を取れるように勉強を続けていこうと

思います。将来，“日本とベトナムの掛け橋”という人物になることを目標としています。そのため

に頑張ります。 
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最後，皆様にはいつもお世話になりました，心から感謝いたします。そして，お忙しい年末ですが，

体に気を付けてお過ごしください。来年も素晴らしい年でありますように心よりお祈り申し上げます。 

 

 

「県民支援奨学金」 

奨 学 生 名 前：張 俊傑（チョウ シュンケツ） 

出身国・地域：中国・湖北省 

大 学 ・ 所 属：広島市立大学大学院・芸術学研究科 

この度，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。今年はご支

援によってアルバイトの時間を減らすことができ，勉強に力を入れることができました。また，様々

な活動に参加できました。 

私は日々研究に専念しています。最近は沢山の資料を読んで私の研究の参考資料として整理してい

ます。先生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。夏には，呉市の大和ミュー

ジアム海事歴史科学館や，瀬戸内海の直島，豊島，犬島などの美術館，建築を見学し調査しました。

大学で発表できるように頑張っています。 

将来は，広島市と武漢市の大学がお互いに交流するようになることを願っています。 

 

 

奨 学 生 名 前：王 一涵（オウ イッカン） 

出身国・地域：中国・山東省 

大 学 ・ 所 属：広島女学院大学大学院・国際教養学部 

この度は，広島県民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。 

私は来年度に大学院へ進学する予定のために，現在大学の卒業論文と大学院の入試の勉強を頑張っ

ています。将来，日本語教師を目指しています。日本へ留学した経験を活用し，日本に興味がある学

生に日本文化や日本語の知識などを教えたいです。中国と日本の交流に自分の力を貢献する。 

最後になりますが，広島県民の皆様に重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

「センター奨学金」 

奨 学 生 名 前：高 崇（コウ スウ） 

出身国・地域：中国・上海市 

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はこの一年間，様々な留学生に対するイベントを開催されありがたいです。 

この一年間で，国内の学術会議（材料学会，機械学会）国際の学会に参加し，最近の研究内容につ

いて発表しました。様々の研究分野における方々と相当して，自分の研究レベルが高まっていくと思

いました。今年の 8月に最後の研究内容の論文を書いて，IJIEという雑誌を提出しました。今，結果

を待っているところです。将来は，大学に就職するつもりです。研究者になりたいです。積極性，創

造性，未知へのチャレンジ精神，国際的なコミュニケーション能力などが備わるような研究者である

べきと考えています。 

 

 

奨 学 生 名 前：劉 旭（リュウ シュウ） 

出身国・地域：中国・河南省 

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の奨学金に採用していただき，誠に感謝しています。支援企業，

団体，広島県民，ひろしま国際センターの皆様のおかげで，学業に対する意識が高まり，何事にも前

向きな気持ちで取り組んでいます。また，見識を広めたい，他大学の研究者との交流や語学力に磨き
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をかけたいと思い，本年 11 月に島根大学で開催された全国社会科教育学会に参加しました。そこで，

自分の興味がある研究発表を見て，研究者はどのように発表したり，質疑応答したりするかを学びま

した。学内の研究活動とは異なる体験をさせていただき，今までの自分の世界は狭く，これからはも

っと研究についての視野を広げていくことが大切だと感じました。 

最後になりましたが，ご支援してくださった皆様に重ねて深く御礼申し上げます。奨学生としての

自覚を持ち，より一層学業に努めていきたいです。 

 

 

奨 学 生 名 前：彭 富明（ホウ フメイ） 

出身国・地域：中国・湖南省 

大 学 ・ 所 属：福山平成大学・経営学部 

この度，2019 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，心より，感謝申

し上げます。 

奨学金をいただいて，もうすぐ 1年間になります。奨学金のおかげで経済上の負担を軽減し，アル

バイトをする時間を減らすことができました。そのお金で学業のための書籍や就職活動の準備などが

できました。 

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を対象に貴センターが

さまざまな行事を企画してくださり，それらに積極的に参加しました。特にインターンシップは役に

立つ体験でした。私は「1day インターンシップ」として，株式会社オガワエコノスと株式会社山田養

蜂場に行き，企業の現場を知ることができ，今後の勉強になりました。 

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，広島県での交流活

動にも積極的に参加し，充実した留学生生活を送りたいと思っております。 

 

 

「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〕 

奨 学 生 名 前：劉 李娜（リュウ リナ） 

出身国・地域：中国・安徽省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

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

私は天津外国語大学日本語学院を卒業し，学部生から続けている研究をさらに深いところまで掘り下

げたいと考えたたため，広島大学文学研科に入学いたしました。 

二中ことわざの翻訳について研究を進めていて，異文化との交流や語学力に磨きをかけたいと思い

ます。この奨学金は，私たちのような外国人留学生の助けになっています。 

今後につきまして，ご支援いただいた皆様への感謝および「建学の精神」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まいります。最後になりますが，ひろしま国際センターに

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した。 

 

 

奨 学 生 名 前：周 新慧（シュウ シンケイ） 

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 

４月から広島大学にきてもうすぐ一年になります。この間，先生から日本語が前より上達している

と言われました。私は，文学専攻なので，この一年で文学の様々な知識を勉強しました。将来は，日

本語か日本文学の先生になりたいです。 

大学では，日本人の皆さんと一緒に勉強し，友達にもなれました。前学期には，日中親睦イベント

に参加し，参加者の方々と一緒に孔子廟で孔子様を拝みました。また，大竹市の玖波という場所で「ク

バコレ」という活動に参加し，中国の民族衣装を着ました。広島県の市民の皆さんと話をして，広島
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をかけたいと思い，本年 11月に島根大学で開催された全国社会科教育学会に参加しました。そこで，

自分の興味がある研究発表を見て，研究者はどのように発表したり，質疑応答したりするかを学びま

した。学内の研究活動とは異なる体験をさせていただき，今までの自分の世界は狭く，これからはも

っと研究についての視野を広げていくことが大切だと感じました。 

最後になりましたが，ご支援してくださった皆様に重ねて深く御礼申し上げます。奨学生としての

自覚を持ち，より一層学業に努めていきたいです。 

 

 

奨 学 生 名 前：彭 富明（ホウ フメイ） 

出身国・地域：中国・湖南省 

大 学 ・ 所 属：福山平成大学・経営学部 

この度，2019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，心より，感謝申

し上げます。 

奨学金をいただいて，もうすぐ 1年間になります。奨学金のおかげで経済上の負担を軽減し，アル

バイトをする時間を減らすことができました。そのお金で学業のための書籍や就職活動の準備などが

できました。 

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を対象に貴センターが

さまざまな行事を企画してくださり，それらに積極的に参加しました。特にインターンシップは役に

立つ体験でした。私は「1dayインターンシップ」として，株式会社オガワエコノスと株式会社山田養

蜂場に行き，企業の現場を知ることができ，今後の勉強になりました。 

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，広島県での交流活

動にも積極的に参加し，充実した留学生生活を送りたいと思っております。 

 

 

「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〕 

奨 学 生 名 前：劉 李娜（リュウ リナ） 

出身国・地域：中国・安徽省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

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

私は天津外国語大学日本語学院を卒業し，学部生から続けている研究をさらに深いところまで掘り下

げたいと考えたたため，広島大学文学研科に入学いたしました。 

二中ことわざの翻訳について研究を進めていて，異文化との交流や語学力に磨きをかけたいと思い

ます。この奨学金は，私たちのような外国人留学生の助けになっています。 

今後につきまして，ご支援いただいた皆様への感謝および「建学の精神」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まいります。最後になりますが，ひろしま国際センターに

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した。 

 

 

奨 学 生 名 前：周 新慧（シュウ シンケイ） 

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 

４月から広島大学にきてもうすぐ一年になります。この間，先生から日本語が前より上達している

と言われました。私は，文学専攻なので，この一年で文学の様々な知識を勉強しました。将来は，日

本語か日本文学の先生になりたいです。 

大学では，日本人の皆さんと一緒に勉強し，友達にもなれました。前学期には，日中親睦イベント

に参加し，参加者の方々と一緒に孔子廟で孔子様を拝みました。また，大竹市の玖波という場所で「ク

バコレ」という活動に参加し，中国の民族衣装を着ました。広島県の市民の皆さんと話をして，広島
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の文化と生活についても深く知れました。 

 

 

奨 学 生 名 前：高 帥（コウ スイ） 

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 

この度は，ひろしま国際センターの留学生奨学金の奨学生として採用して頂き，誠にありがとうご

ざいます。 

今年は，海外日本語教師ブラッシュアップセミナーに参加しました。一番興味深いのは授業設計で

す。今まで多数の教師が単なる文法を教える為に，ただ文法の意味と接続を教えていました。しかし，

それとは違いまず，学生たちに絵を見せて勉強した知識を活用させて，会話の場面を作らせて，新し

い文法の応用ができる環境を作ります。そして，自然に新しい文法が導入できます。学生に理解しや

すくなります。しかも，その文法はどういう場面で使うことも理解しやすくなりました。効果的に教

えました。素晴らしい設計です。勉強になりました。 

沢山の国からの参加者と毎日授業見学，授業分析，生活交流も楽しかったです。 

最後にひろしま国際センターには深くお礼を申し上げます。本当に感謝しています。 

 

 

奨 学 生 名 前：TRINH DUC TRAN CONG ANH（ﾁｨﾝ ﾄﾞｩｸ ﾁｬﾝ ｺﾝ ｱﾝ） 

出身国・地域：ベトナム 

大 学 ・ 所 属：広島経済大学・メディアビジネス学部 

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

おかげで，私はより良い生活を送ることができ，生活費に心配なく全力を尽くし，勉強に集中するこ

とができました。そのため前期では広島経済大学の学績がトップでした。この結果は，主に支援いた

だいている企業様や，ひろしま国際センターの支援のおかげだと強く思います。もう一度，お礼を申

し上げます。心より感謝申し上げます。 

広島にきてから，半年が経過しました。はじめは様々なことが不安な中，生活を送っていました。

しかし，広島県民の皆さまが，とても優しく親切で，素敵な半年を過ごせました。今後は，もっと広

島県民の皆さまと繋がる為に，様々なイベントやボランティアなどの交流活動に参加し，広島県民の

人と出会い，より多くの人間関係を作るように努力します。また，勉強に集中しながら交流活動にも

もっと参加できるようにしたいです。これから素晴らしい１年間を過ごし，充実する生活を送りたい

と考えます。 

 

 

奨 学 生 名 前：王 其其（オウ キキ） 

出身国・地域：中国・河北省 

大 学 ・ 所 属：広島修道大学・健康科学部 

この度は，渡日等留学生支援に係る奨学金に採用いただき，誠にありがとうございます。おかげさ

まで，現在勉強と生活共に充実しております。半年前に広島へ引っ越してきたばかりの時は，とても

不安でした。新しい環境や，初めての大学生活への慣れないことが心配でした。しかし，優しい先生

や親切な友達ができ，何よりひろしま国際センターから色々な支援を頂いています。これからの大学

生活も，精一杯頑張りたいと思います。 

現在，私は広島修道大学の健康栄養科で勉強しています。地域のイベントにも沢山参加をしていま

す。１０月には似島小学校のイベントへ参加し，子供達に弁当を作り，子供達と一緒に運動会も行い，

沢山の感動を頂きました。また，１１月には農業祭にも参加させて頂き，様々な方と交流ができまし

た。とても楽しかったです。 

広島に来て約半年が経過し，充実な生活を送れています。これからも様々な活動を参加できるよう

に，努力し頑張りたいと思います。 

 

 

20

hic11
テキストボックス

hic11
テキストボックス

hic11
テキストボックス



21 
 

奨 学 生 名 前：NGUYEN DUC DUNG（グエン ドゥック ズン） 

出身国・地域：ベトナム 

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の奨学生に採用していただき，誠にありがとうございま

した。私は広島大学に入学する前に，福岡での日本語学校に１年半通っていた。その時は勉強しなが

ら，アルバイトをしたので生活費も賄えるし，少しでも貯金することもできた。しかしながら，今年

の４月，大学に入り，大学での勉強は忙しく，なかなかアルバイトをする時間もなくなって，家族か

らの仕送りもあまり余裕がないので，奨学金をもらうことができたことのおかげで，アルバイトの時

間を減らすことができ，学業に専念できる。前期に，基本的な知識を積みたく，いろいろな専門書を

読んでいた，そして，後期の授業の準備のために，英語も勉強している。後期からは自分が研究した

いテーマについて指導先生が教えてくれる。２年の研究がよく進むことができるように，これからも

頑張ってきちんと勉強したいと思う。 

 

 

奨 学 生 名 前：葛 瑞（カツ ズイ） 

出身国・地域：中国・浙江省 

大 学 ・ 所 属：広島工業大学・工学部 

この度は，渡日等留学生支援に係る奨学金学生に採用していただき，心より感謝いたしております。 

私は，今年から日本の私立高校を卒業して大学生活を始めました。小学校に通う弟がおり，すこしで

も両親の負担を減らしたいと思い，この支援を応募させていただきました。誠にありがとうございま

した。 

現在私は，知識機械工学部で基礎の知識を学んでいます。大学生活に適応していきながら余りの時

間でアルバイトをしています。他にも，インターネットで専門の知識を調べ勉強することもあります。

来年度は自分が希望する分野の研究室に入るため，一生懸命勉強しております。将来自分ができる限

り，もっと便利で安心して生活できる知能社会を作りたいです。ご支援をいただきますことは，お金

の心配なく勉学に専念することができ，ありがたいです。 

このご支援に恥じぬよう，残りの大学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。

この度のご支援，本当にありがとうございます。 

 

 

奨 学 生 名 前：NGUYEN THI THU HIEN（グエン ティ トゥ ヒエン） 

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 

渡日等留学生支援に係る奨学金の皆様，この度，奨学金をご支援くださっていただいて，誠にあり

がとうございました。皆様のおかげで，ようやく 1年間を順調に過ごしました。 

日本での大学生活は本当に難しかったです。日本語を勉強しながら，他の授業もすべて日本語で受

けないといけないことです。途中で何度も何度も諦めようと思いました。外国人だって日本で就職で

きることは本当に夢のようなことです。 

しかし，この度奨学金を受給して，交流会をきっかけに，新しい友達をつくっていって，頑張って

いるみんなの姿を見ると，自分でも頑張らないといけないと思いました。頑張ればいつか夢を叶える

はずだと毎日自分に言い聞かせています。 

その頑張りが実を結んで，バレンタインのワインラベルの作品がせらワイナリーの会社に選ばれま

した。本当にうれしい限りです。夢まではまだまだ遠いですが，これからももっと頑張ります。 

また，勉強しながら留学生の交流会に参加することも忘れずに，積極的に参加しました。11 月 10

日には，ひろしま国際センターの交流イベントに参加しました。本当に面白い体験を過ごしました。

日本にいる間，これからも同じような交流会に参加したり，日本のいろいろな地域の人々を交流した

り，新しいことを勉強したり，したいです。この度，奨学金を支援してくださいまして，誠にありが

とうございました。 
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奨 学 生 名 前：NGUYEN DUC DUNG（グエン ドゥック ズン） 

出身国・地域：ベトナム 

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の奨学生に採用していただき，誠にありがとうございま

した。私は広島大学に入学する前に，福岡での日本語学校に１年半通っていた。その時は勉強しなが

ら，アルバイトをしたので生活費も賄えるし，少しでも貯金することもできた。しかしながら，今年

の４月，大学に入り，大学での勉強は忙しく，なかなかアルバイトをする時間もなくなって，家族か

らの仕送りもあまり余裕がないので，奨学金をもらうことができたことのおかげで，アルバイトの時

間を減らすことができ，学業に専念できる。前期に，基本的な知識を積みたく，いろいろな専門書を

読んでいた，そして，後期の授業の準備のために，英語も勉強している。後期からは自分が研究した

いテーマについて指導先生が教えてくれる。２年の研究がよく進むことができるように，これからも

頑張ってきちんと勉強したいと思う。 

 

 

奨 学 生 名 前：葛 瑞（カツ ズイ） 

出身国・地域：中国・浙江省 

大 学 ・ 所 属：広島工業大学・工学部 

この度は，渡日等留学生支援に係る奨学金学生に採用していただき，心より感謝いたしております。 

私は，今年から日本の私立高校を卒業して大学生活を始めました。小学校に通う弟がおり，すこしで

も両親の負担を減らしたいと思い，この支援を応募させていただきました。誠にありがとうございま

した。 

現在私は，知識機械工学部で基礎の知識を学んでいます。大学生活に適応していきながら余りの時

間でアルバイトをしています。他にも，インターネットで専門の知識を調べ勉強することもあります。

来年度は自分が希望する分野の研究室に入るため，一生懸命勉強しております。将来自分ができる限

り，もっと便利で安心して生活できる知能社会を作りたいです。ご支援をいただきますことは，お金

の心配なく勉学に専念することができ，ありがたいです。 

このご支援に恥じぬよう，残りの大学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。

この度のご支援，本当にありがとうございます。 

 

 

奨 学 生 名 前：NGUYEN THI THU HIEN（グエン ティ トゥ ヒエン） 

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 

渡日等留学生支援に係る奨学金の皆様，この度，奨学金をご支援くださっていただいて，誠にあり

がとうございました。皆様のおかげで，ようやく 1年間を順調に過ごしました。 

日本での大学生活は本当に難しかったです。日本語を勉強しながら，他の授業もすべて日本語で受

けないといけないことです。途中で何度も何度も諦めようと思いました。外国人だって日本で就職で

きることは本当に夢のようなことです。 

しかし，この度奨学金を受給して，交流会をきっかけに，新しい友達をつくっていって，頑張って

いるみんなの姿を見ると，自分でも頑張らないといけないと思いました。頑張ればいつか夢を叶える

はずだと毎日自分に言い聞かせています。 

その頑張りが実を結んで，バレンタインのワインラベルの作品がせらワイナリーの会社に選ばれま

した。本当にうれしい限りです。夢まではまだまだ遠いですが，これからももっと頑張ります。 

また，勉強しながら留学生の交流会に参加することも忘れずに，積極的に参加しました。11 月 10

日には，ひろしま国際センターの交流イベントに参加しました。本当に面白い体験を過ごしました。

日本にいる間，これからも同じような交流会に参加したり，日本のいろいろな地域の人々を交流した

り，新しいことを勉強したり，したいです。この度，奨学金を支援してくださいまして，誠にありが

とうございました。 
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奨 学 生 名 前：DO VAN NAM（ドー バン ナム） 

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，奨学生として決定していただきまして，誠にありがとうございます。この奨学金は，私

の学生生活の上でも大きな支えとなります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

奨 学 生 名 前：VO THI NGOC NHI（ヴォー ティ ゴック ニー） 

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 

この度，奨学金を支援してくださいまして，誠にありがとうございました。 

これからも頑張って一生懸命学校の勉強や国際交流活動に積極的に参加します。いつも気にかけて

くださり，感謝の限りでございます。 

 

 

奨 学 生 名 前：趙 宰常（チョウ ジェサン） 

出身国・地域：韓国 

大 学 ・ 所 属：エリザベト音楽大学・音楽研究科 

この奨学金をいただき，誠に感謝いたします。この機会を機に，もっと熱心に研究するよう

に努力します。わたしはこの 1 年，修士課程として学び，学校内外のいろいろな演奏会や室内

楽演奏を参加し，日本の学生たちとの交流はもちろん，さらに多い舞台経験を積みました。こ

のよ うな経験から舞台上で演奏することにもっと慣れて，よりリラックスした呼吸で聴衆と

コミュニ ケーションができる音楽を作り出せる基本を固めたと思います。                                          

将来，日本で仕事ができたらここで生活する予定ですが帰国することになったら，ここ広

島または他の地域との交流演奏会を開いて音楽で交流する両国になるのが私の夢です。 の度，

奨学金を支援してくださいまして，誠にありがとうございました。 

これからも頑張って一生懸命学校の勉強や国際交流活動に積極的に参加します。いつも気に

かけてくださり，感謝の限りでございます。 

 

  

奨学生名前：曾 令之（ソウ レイシ） 

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、ひろしま国際センターからの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。四月に広島にきたばかりで、親戚も友達もいない私にとって、ひろしま国

際センターの助けに広島の温かさを深く感じました。                                        

 広島大学に入学したこの一年間、私の学習生活は忙しくて充実していました。私は中国南北朝時代

の詩をテーマに選びまして、毎日研究室で中国文学をめぐって研究をしています。例えば先行研究

や必要な文献を調べて、文献や資料を整理して文献発表の準備などに追われています。                                         

  自分の研究以外、日本人の友達の影響を受けて、日本戦国時代にも興味を持ち始めました。広島

城のみならず、鏡山城や頭崎城のような国衆の城跡も巡りました。破れた城郭の上に立って古代の

物語を回想するのは、実に感動的です。                                         

  修士を卒業してから、私は博士課程を続けて、将来は大学で研究を続けるつもりです。 

  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。                       
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〔後期〕 

奨 学 生 名 前：易 詩語（イ シヨ） 

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 

広島は交通も便利で治安も良く，平和を広める有名な都市であります。そして私たちに，楽しい留

学環境を送らせてもらっている方々は，聞き良い広島弁を喋って，他人のことを考えている広島の人

たちです。私が広島で留学できている環境を本当に感謝しています。 

広島は私にとって，日本文化や日本社会を案内する窓口です。毎年続いているイベントにより，広

島全体が平和への強い願いがあると感じました。 

私の周りの人たちのおかげで，私は大学院に進学もでき，さらに N1 や法学検定試験も合格できま

した。これからも日本で就職できるように，感謝の気持ちを忘れず努力していきます。 

私の故郷は，中国の重慶で広島とは友好都市であります。留学する前に，広島の情報をネットで検

索をしましたが，とても情報が少なかったです。そこで，広島の優しさを感じることができた私は，

広島と重慶，または広島と中国の懸け橋となるように尽力していきたいと思います。 

 

 

奨 学 生 名 前：張 娜（チョウ ナ） 

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 

この度は，ひろしま国際センターから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。財団の奨学金支援のおかげで，経済的に心配なく，研究に専念でき，余裕がある生活

ができたので大変助かりました。また，海外で一人暮しの寂しい生活を送っている留学生の私に，「外

国」の優しさを十分に感じることができました。もう一度感謝の気持ちを申し上げます。 

私は令和元年１０月に大学院に入学しました。入学してから約３ヶ月経過しました。残念ですが，

就職活動，クラブ活動，地域のイベント等には参加しなかったです。自分が日本の生活に慣れるよう，

様々なことを体験する為に，ひろしま国際センターのイベントに申し込みをしました。これからも，

ひろしま国際センターが主催する活動に積極的に参加するつもりです。将来の夢についてですが，進

学し終了したら，中国の大学教員になりたいです。少しでも日中の友好となる懸け橋となりたいです。 

 

 

奨 学 生 名 前：李 若竹（リ ジャクチク） 

出身国・地域：中国・河北省 

大 学 ・ 所 属：広島大学大学院・文学研究科 

この度，奨学金支援を頂き，誠にありがとうございます。学費を支払い，本当に助かりました。 

私の留学生活は，３ヶ月経過しました。渡日する前の緊張や不安，勉強を始めた時の迷い，日々の

勉強生活に沈んでいました。しかし日本での生活は中国と違い，消費も同じではありません。幸い，

ひろしま国際センターからの奨学金を受給することができました。これからの一年は，勉強を頑張り，

勉強以外の時間もボランティア活動等の有意義な活動を行いたいと思います。 

卒業後は，日本で就職をしたいです。これから日本で自分と合う仕事を探しはじめようと思ってい

ます。 

 

 

奨 学 生 名 前：李 立業（リ リツギョウ） 

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 

この度は，渡日等留学生支援に係る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。ひろしま国際センターの奨学金支援のおかげで，経済的な負担が減らし，研究や勉強に集中する

ことができました。心から感謝しております。私は昨年 6月に中国の大学院を卒業し，修士課程から

続けている日本哲学思想の研究をさらに勉強したいと考えたため，10 月に広島大学大学院文学研究科
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の博士後期課程に入学しました。はじめての留学経験でしたので，最初はかなり心細いでしたが，先

生方も友達もとても優しく私を歓迎し，接してくれて，今はすでに日本での勉強・生活に慣れるよう

になりました。そして，指導教官の親切な指導のもとで，価値のある研究テーマを確定しました。こ

れから，ご支援いただいた皆様への感謝を忘れず，より一層研究に励み，社会に貢献できる研究者に

なるように努力します。 

 

 

奨 学 生 名 前：邢 雅怡（ケイ ガイ） 

出身国・地域：台湾 

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生に採用していただきまして，誠にありがとうございました。

お陰様でアルバイトの回数を抑えることができ，勉学に打ち込める環境を得ることができました。こ

のありがたみを胸に刻みながら，毎日の研究に励みたいと存じます。 

今後は同奨学金を大切に使わせていただきまして，博士号取得に向け精一杯取り組んで行きたいと

存じます。また，感謝の気持ちを込めて，ひろしま国際センターの方々との大切なご縁をますます深

めていきたいと思います。末筆ながら，重ねて御礼を申し上げます。 

 

奨 学 生 名 前：瑪 久杰（マ ジクギャ） 

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 

I entered Hiroshima University at October 1st to get PHD degree. I am truly honored and 
happy to be one of the selected students to be granted with a scholarship grant from Hiroshima 
International Center. The scholarship grant can truly help me pursue my dreams and endeavors 

Thank you very much for supporting my academic finances and for believing in my capability 
to achieve great things. I truly appreciate the kind gesture you have shown to me. I wish you all 
the best. 

 
 ＜日本語訳＞ 
  わたしは，10 月に広島大学修士課程に進学しました。この度，ひろしま国際センターの奨学生と

して採用いただいたことを誇りに思い，心から嬉しく思います。奨学金のおかげで，自身の夢に向か

って頑張ることができます。 
  学費の支援をしていただいていること，また私の可能性を信じ奨学生に採用いただいたことに心か

ら感謝いたします。親切にしていただいき，本当にありがとうございました。 
 
 

奨 学 生 名 前：Sawangchaeng Phattarapoj（サワンチェン パッタラポ） 

出身国・地域：タイ  

大 学 ・ 所 属：エリザベト大学大学院・音楽研究科 

ひろしま国際センターの奨学生として，渡日直後に本当に大きなご支援をいただきました。入学時

には多くの費用が必要となりますが，この奨学金を支給いただいたことで，私は必要なものを揃え，

まずは安心して留学生活のスタートを切ることができました。そしてその後 3 か月間，期待以上に，

有意義な時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。 

広島で留学生としての生活を開始しましたが，本当に充実した毎日を送れています。私はここでの

大学生活，広島の人々，街，すべてが大好きです。 

入学して間もなく，留学生会館祭りに参加し，タイやフィリピンの演奏を披露させていただきまし

た。この祭りは，日本の茶道や，世界各国の音楽や踊り，インターナショナルフードなど多くの催し

があり，楽しい体験ばかりでした。11 月には，文化交流ボランティアとして広島文教大学イヤーアブ

ロードフェア 2019 に参加し，文教大学の学生さんと一緒に意見交換会やコンサートを行いました。

他大学の生徒さんと話すのは初めてでしたが，タイと日本の文化についてより多くのことを分かち合

い，互いに理解することは貴重な経験でした。そして，2019年の大晦日から 2020年の新年にかけて，

私は指導教員のヴィオラの先生から指揮者セミナー参加を薦められ，素晴らしい機会を得ました。会
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場の福岡で，広島交響楽団の指揮者の方と一緒に過ごさせていただきました。指揮者のスタイルや，

音楽をどのように深く解釈し，演奏者はいかにそれに従って良い音楽家になるか等，多くの重要なこ

と学びました。将来的には，日本オーケストラと他の国のオーケストラに参加することを目指してい

ます。より多くの経験を積み，すべての知識をタイに持ち帰って伝えたいと思っています。 

 

 

奨 学 生 名 前：管 宇鵬（カン ウホウ） 

出身国・地域：中国・浙江省 

大 学 ・ 所 属：福山大学・経済学部 

  この度，支援企業，団体，広島県民，ひろしま国際センターからサポートいただきまして，誠に有

難うございます。みんなさんのサポートのおかげで，学業も生活もうまく回るようになりました。 

 私は外国語に興味が強いから，日本語と英語を身につける上，フランス語を習いたいです。しかし，

アルバイトはたくさん時間がかかるので，時間がきついです。今回貴財団のサポートをいただきまし

て，アルバイトの時間が減らすことができます。この一年間は，外国語の一年と思います。これから，

日本語 N1，英語 TOEIC，仏検 3級を取る予定があります。今年の二月，福山市の外国人によるスピー

チコンテストにもしこみしました。今，全力で準備に取り込んでいます。そのほか，昔から日本民間

のテニスはすごいと聞いたことがあるので，この一年間，テニス交流に参加するつもりです。 

  将来の夢ですが，この次の二年間で広島大学国際協力研究科に進学することです。そして，卒業後，

UNDP に就職したいです。改めまして，みなさまにサポートいただきまして誠に有難うございます。 

 

 

 

 
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，事務局にて作成した日本語翻訳を併せて

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（令和元年 7月 17日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定通知書授与（渡日等留学生支援に係る奨学金（前期）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学生代表挨拶              連続協力企業感謝状贈呈 
 

 

第 2回奨学生交流会（令和元年 12月 9日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

決定通知書授与（渡日等留学生支援に係る奨学金（後期）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会              留学生による芸能披露 

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 名前 フリガナ 国 協力企業・団体名 大学 名前 フリガナ 国

㈱あじかん 広島大学 王　婧 オウ　　セイ 中国 南条装備工業㈱ 広島大学 謝　金菊 シャ　キンギク 中国

㈱アスティ 広島大学 左　曼麗 サ　マンレイ 中国 西川ゴム工業㈱ 広島大学 潘 意涵 ハンイカン 中国

㈱いとや 広島ガス㈱ 広島国際大学
NABILAH ADLIN
BINTI ZULKIFLI

ナビラ アデリン
ビンチ ズルキフリ ﾏﾚｰｼｱ

(一社)広島県医師会 尾道市立大学 LIM JIT FOONG リム ジット フォン ﾏﾚｰｼｱ

㈱ウッドワン 福山市立大学 袁　梓軒 エン　アズキ 中国 広島市立大学 蒋 皓 ショウ　 コウ 中国

オタフクソース㈱ 広島修道大学 魏　強 ギ　キョウ 中国 (一財)広島国際文化財団 福山大学 張　婷 チョウ　テイ 中国

賀茂鶴酒造㈱ 広島信用金庫 比治山大学 戦　秀晴 セン　シュウセイ 中国

㈱福屋 広島電鉄㈱ 広島経済大学 PHAM THI THUY ファム　ティ　トウイ ベトナム

カルビー㈱ 広島工場 広島大学 劉　易曼 リュウ　エキマン 中国 ㈱広島東洋カープ 福山大学 李　夢 リ　ム 中国

国際ソロプチミスト広島 広島大学 金  道煉 キン ドウ レン 韓国 ㈱プローバホールディングス 広島経済大学 高　艶 コウエン 中国

㈱シンギ
広島国際学院

大学
NGUYEN MINH TRI グエンミンチ ベトナム 広島大学 魏　達因 ギ　タツイン 中国

㈱第一学習社 広島大学 羅　石巧 ラ  セキコウ 中国 広島大学 王　童瑶 オウ　ドウヨウ 中国

ダイキョーニシカワ㈱ 広島大学 王 琳 オウ　リン 中国 広島大学 徐   茂錚 ショウ　ショクソウ 中国

広島大学 張　銘越 チョウメイエツ 中国
広島国際学院

大学
NGUYEN THI THUONG グェンティトゥオン ベトナム

広島大学 余　璐 ヨ ロ 中国 尾道市立大学 張　雲鳳 チョウ　ウンホウ 中国

近畿大学 朴　希昊 パク　キゴウ 中国 ㈱マツダＥ＆Ｔ
広島国際学院

大学
DO THI THUY DUONG ドーテイトゥイズオン ベトナム

広島修道大学 NGUYEN THI NGOC グエン　テイ　ゴック ベトナム マツダエース㈱ 広島大学 殷　永全 イン　エイゼン 台湾

広島国際学院
大学

TRAN MINH NHAT チャン　ミン　ニャット ベトナム マツダロジスティクス㈱
広島文化学園

大学
NGUYEN THUY
TUONG VI

グエン　ティ　ツウン　ヴィ ベトナム

比治山大学
NGUYEN THI
QUYNH ANH

グェンティクィンアン ベトナム 三島食品㈱ 広島大学 楊　丹 ヨウ　タン 中国

広島大学 Mehedi Hasan メヘディ　ハサン バングラデシュ ㈱もみじ銀行 県立広島大学 鄧　悦 トウ　エツ 中国

広島市立大学 林　夢雨 リン　ムウ 中国 ㈱モルテン 広島大学 馬　鏡茹 バ　キョウジョ 中国

広島女学院大学 NGUYEN THI HAI YEN グエン　テイ　ハイ　イエン ベトナム (医)ヤマナ会
広島文化学園

大学
TRAN MAI LY チャン　マイ　リ ベトナム

㈱中国新聞社 福山大学 何　娟 カ　ケン 中国 広島女学院大学 王　一涵 オウ　イッカン 中国

中国電力㈱ 県立広島大学 徐　文波 ジョ　ブンハ 中国 広島市立大学 張　俊傑 チョウ　シュンケツ 中国

㈱中国放送 広島大学 高　崇 コウ　スウ 中国

広島テレビ放送㈱ 広島大学 劉　旭 リュウ　シュウ 中国

㈱中電工
呉工業

高等専門学校
MUHAMAD AFIF
BIN OSMAN

ムハマド　アフィフ
ビン　オスマン

マレーシア 福山平成大学 彭　富明 ホウ　フメイ 中国

㈱テレビ新広島

㈱広島ホームテレビ

２．渡日等留学生支援に係る奨学金

奨学金種別 大学 名前 フリガナ 国 奨学金種別 大学 名前 フリガナ 国

渡日等（前期） 広島大学 NGUYEN DUC DUNG グエンドゥックズン ベトナム 渡日等（前期）
広島国際学院

大学
DO VAN NAM ドーバンナム ベトナム

広島大学 高　　帥 コウ　スイ 中国 広島工業大学 葛　瑞 カツ　ズイ 中国

広島大学 周　新慧 シュウ　シンケイ 中国 広島大学 李立業 リ　リツギョウ 中国

広島大学 劉　李娜 リュウ　リナ 中国 広島修道大学 易　詩語 イ　シヨ 中国

広島大学 曾　令之 ソウ　レイシ 中国 広島大学 張　娜 チョウ　ナ 中国

広島経済大学
TRINH DUC

TRAN CONG ANH
チィン ドゥク

チャン コン アン ベトナム 広島大学 瑪　久杰 マ　ジクギャ 中国

広島修道大学 王　其其 オウ　キキ 中国 広島大学 邢　雅怡 ケイ　ガイ 中国

エリザベト
音楽大学

趙　宰常 チョウ　ジェサン 韓国 広島大学 李　若竹 リ　ジャクチク 中国

広島国際学院
大学

NGUYEN THI
THU HIEN

ｸﾞｴﾝ　ティ
トゥ　ヒエン ベトナム 福山大学 管　宇鵬 カン　ウホウ 中国

広島国際学院
大学

VO THI NGOC NHI
ヴォ　テイ

ゴック　二ー ベトナム エリザベト 音楽大学
Sawanchaeng
Phattarapoj

サワンチェン
パッタラポ

タイ

奨学金支給者一覧

広島国際学院
大学

BUI VAN TUAN ブイヴァントゥアン ベトナム

㈱広島銀行

広島大学 沈 嘉翌 シンカイ 中国

マツダ㈱

㈱大創産業

(一財)多山報恩会

県民支援

広島大学 蔡　鳳儀 サイ　ホウギ 中国
センター

渡日等（後期）

広島大学 張　鶴鳳 チョウ　カクホウ 中国

27



 
 

奨学生交流会（令和元年 7月 17日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定通知書授与（渡日等留学生支援に係る奨学金（前期）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学生代表挨拶              連続協力企業感謝状贈呈 
 

 

第 2回奨学生交流会（令和元年 12月 9日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

決定通知書授与（渡日等留学生支援に係る奨学金（後期）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会              留学生による芸能披露 

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 名前 フリガナ 国 協力企業・団体名 大学 名前 フリガナ 国

㈱あじかん 広島大学 王　婧 オウ　　セイ 中国 南条装備工業㈱ 広島大学 謝　金菊 シャ　キンギク 中国

㈱アスティ 広島大学 左　曼麗 サ　マンレイ 中国 西川ゴム工業㈱ 広島大学 潘 意涵 ハンイカン 中国

㈱いとや 広島ガス㈱ 広島国際大学
NABILAH ADLIN
BINTI ZULKIFLI

ナビラ アデリン
ビンチ ズルキフリ ﾏﾚｰｼｱ

(一社)広島県医師会 尾道市立大学 LIM JIT FOONG リム ジット フォン ﾏﾚｰｼｱ

㈱ウッドワン 福山市立大学 袁　梓軒 エン　アズキ 中国 広島市立大学 蒋 皓 ショウ　 コウ 中国

オタフクソース㈱ 広島修道大学 魏　強 ギ　キョウ 中国 (一財)広島国際文化財団 福山大学 張　婷 チョウ　テイ 中国

賀茂鶴酒造㈱ 広島信用金庫 比治山大学 戦　秀晴 セン　シュウセイ 中国

㈱福屋 広島電鉄㈱ 広島経済大学 PHAM THI THUY ファム　ティ　トウイ ベトナム

カルビー㈱ 広島工場 広島大学 劉　易曼 リュウ　エキマン 中国 ㈱広島東洋カープ 福山大学 李　夢 リ　ム 中国

国際ソロプチミスト広島 広島大学 金  道煉 キン ドウ レン 韓国 ㈱プローバホールディングス 広島経済大学 高　艶 コウエン 中国

㈱シンギ
広島国際学院

大学
NGUYEN MINH TRI グエンミンチ ベトナム 広島大学 魏　達因 ギ　タツイン 中国

㈱第一学習社 広島大学 羅　石巧 ラ  セキコウ 中国 広島大学 王　童瑶 オウ　ドウヨウ 中国

ダイキョーニシカワ㈱ 広島大学 王 琳 オウ　リン 中国 広島大学 徐   茂錚 ショウ　ショクソウ 中国

広島大学 張　銘越 チョウメイエツ 中国
広島国際学院

大学
NGUYEN THI THUONG グェンティトゥオン ベトナム

広島大学 余　璐 ヨ ロ 中国 尾道市立大学 張　雲鳳 チョウ　ウンホウ 中国

近畿大学 朴　希昊 パク　キゴウ 中国 ㈱マツダＥ＆Ｔ
広島国際学院

大学
DO THI THUY DUONG ドーテイトゥイズオン ベトナム

広島修道大学 NGUYEN THI NGOC グエン　テイ　ゴック ベトナム マツダエース㈱ 広島大学 殷　永全 イン　エイゼン 台湾

広島国際学院
大学

TRAN MINH NHAT チャン　ミン　ニャット ベトナム マツダロジスティクス㈱
広島文化学園

大学
NGUYEN THUY
TUONG VI

グエン　ティ　ツウン　ヴィ ベトナム

比治山大学
NGUYEN THI
QUYNH ANH

グェンティクィンアン ベトナム 三島食品㈱ 広島大学 楊　丹 ヨウ　タン 中国

広島大学 Mehedi Hasan メヘディ　ハサン バングラデシュ ㈱もみじ銀行 県立広島大学 鄧　悦 トウ　エツ 中国

広島市立大学 林　夢雨 リン　ムウ 中国 ㈱モルテン 広島大学 馬　鏡茹 バ　キョウジョ 中国

広島女学院大学 NGUYEN THI HAI YEN グエン　テイ　ハイ　イエン ベトナム (医)ヤマナ会
広島文化学園

大学
TRAN MAI LY チャン　マイ　リ ベトナム

㈱中国新聞社 福山大学 何　娟 カ　ケン 中国 広島女学院大学 王　一涵 オウ　イッカン 中国

中国電力㈱ 県立広島大学 徐　文波 ジョ　ブンハ 中国 広島市立大学 張　俊傑 チョウ　シュンケツ 中国

㈱中国放送 広島大学 高　崇 コウ　スウ 中国

広島テレビ放送㈱ 広島大学 劉　旭 リュウ　シュウ 中国

㈱中電工
呉工業

高等専門学校
MUHAMAD AFIF
BIN OSMAN

ムハマド　アフィフ
ビン　オスマン

マレーシア 福山平成大学 彭　富明 ホウ　フメイ 中国

㈱テレビ新広島

㈱広島ホームテレビ

２．渡日等留学生支援に係る奨学金

奨学金種別 大学 名前 フリガナ 国 奨学金種別 大学 名前 フリガナ 国

渡日等（前期） 広島大学 NGUYEN DUC DUNG グエンドゥックズン ベトナム 渡日等（前期）
広島国際学院

大学
DO VAN NAM ドーバンナム ベトナム

広島大学 高　　帥 コウ　スイ 中国 広島工業大学 葛　瑞 カツ　ズイ 中国

広島大学 周　新慧 シュウ　シンケイ 中国 広島大学 李立業 リ　リツギョウ 中国

広島大学 劉　李娜 リュウ　リナ 中国 広島修道大学 易　詩語 イ　シヨ 中国

広島大学 曾　令之 ソウ　レイシ 中国 広島大学 張　娜 チョウ　ナ 中国

広島経済大学
TRINH DUC

TRAN CONG ANH
チィン ドゥク

チャン コン アン ベトナム 広島大学 瑪　久杰 マ　ジクギャ 中国

広島修道大学 王　其其 オウ　キキ 中国 広島大学 邢　雅怡 ケイ　ガイ 中国

エリザベト
音楽大学

趙　宰常 チョウ　ジェサン 韓国 広島大学 李　若竹 リ　ジャクチク 中国

広島国際学院
大学

NGUYEN THI
THU HIEN

ｸﾞｴﾝ　ティ
トゥ　ヒエン ベトナム 福山大学 管　宇鵬 カン　ウホウ 中国

広島国際学院
大学

VO THI NGOC NHI
ヴォ　テイ

ゴック　二ー ベトナム エリザベト 音楽大学
Sawanchaeng
Phattarapoj

サワンチェン
パッタラポ

タイ

奨学金支給者一覧

広島国際学院
大学

BUI VAN TUAN ブイヴァントゥアン ベトナム

㈱広島銀行

広島大学 沈 嘉翌 シンカイ 中国

マツダ㈱

㈱大創産業

(一財)多山報恩会

県民支援

広島大学 蔡　鳳儀 サイ　ホウギ 中国
センター

渡日等（後期）

広島大学 張　鶴鳳 チョウ　カクホウ 中国
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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。 

 

 令和元年度 奨学金支給実績  

令和元度は，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 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（32），広島国際学院大学（8），福山大学（4），広島修道大学（4），

広島経済大学（3），広島市立大学（3），尾道市立大学（2），県立広島大学（2），

比治山大学（2），エリザベト音楽大学（2），広島女学院大学（2），広島文化

学園大学（2），広島工業大学（1），広島国際大学（1），福山市立大学（1），

近畿大学（1），呉工業高等専門学校（1），福山平成大学（1）  

 

 

■国・地域別内訳：中 国（48），ベトナム（16），マレーシア（3），韓国（2），台湾（1），

タイ（1），バングラデシュ（1） 
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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。 

 

 令和元年度 奨学金支給実績  

令和元度は，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 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（32），広島国際学院大学（8），福山大学（4），広島修道大学（4），

広島経済大学（3），広島市立大学（3），尾道市立大学（2），県立広島大学（2），

比治山大学（2），エリザベト音楽大学（2），広島女学院大学（2），広島文化

学園大学（2），広島工業大学（1），広島国際大学（1），福山市立大学（1），

近畿大学（1），呉工業高等専門学校（1），福山平成大学（1）  

 

 

■国・地域別内訳：中 国（48），ベトナム（16），マレーシア（3），韓国（2），台湾（1），

タイ（1），バングラデシュ（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 1,705 63.2% 59.2% ウズベキスタン 4 18.2% 0.1%

ベトナム 339 12.6% 11.8% キルギス 4 18.2% 0.1%

インドネシア 166 6.2% 5.8% ロシア 6 27.3% 0.2%

大韓民国 125 4.6% 4.3% カザフスタン 2 9.1% 0.1%

バングラデシュ 59 2.2% 2.0% タジキスタン 4 18.2% 0.1%

台湾 55 2.0% 1.9% セルビア 1 4.5% 0.0%

カンボジア 31 1.1% 1.1% スロバキア 1 4.5% 0.0%

タイ 28 1.0% 1.0% CIS　計 22 100.0% 0.8%

フィリピン 27 1.0% 0.9% アメリカ合衆国 26 63.4% 0.9%

マレーシア 25 0.9% 0.9% メキシコ 4 9.8% 0.1%

インド 25 0.9% 0.9% ブラジル 3 7.3% 0.1%

ミャンマー 23 0.9% 0.8% カナダ 3 7.3% 0.1%

モンゴル 18 0.7% 0.6% コスタリカ 2 4.9% 0.1%

ネパール 14 0.5% 0.5% ペルー 2 4.9% 0.1%

ラオス 14 0.5% 0.5% コロンビア 1 2.4% 0.0%

スリランカ 13 0.5% 0.5% 北・中南米　計 41 100.0% 1.4%

アフガニスタン 12 0.4% 0.4% エジプト 14 23.0% 0.5%

イラン 6 0.2% 0.2% ガーナ 10 16.4% 0.3%

パキスタン 3 0.1% 0.1% マラウイ 9 14.8% 0.3%

シリア 3 0.1% 0.1% ナイジェリア 6 9.8% 0.2%

イラク 1 0.0% 0.0% ルワンダ 4 6.6% 0.1%

シンガポール 1 0.0% 0.0% セネガル 2 3.3% 0.1%

トルコ 1 0.0% 0.0% ウガンダ 2 3.3% 0.1%

香港 1 0.0% 0.0% 南アフリカ 2 3.3% 0.1%

イエメン 1 0.0% 0.0% カメルーン 2 3.3% 0.1%

イスラエル 1 0.0% 0.0% ガボン 1 1.6% 0.0%

オマーン 1 0.0% 0.0% コートジボワール 1 1.6% 0.0%

パレスチナ 1 0.0% 0.0% ザンビア 1 1.6% 0.0%

アジア・中近東　計 2,699 100.0% 93.7% 赤道ギニア 1 1.6% 0.0%

フランス 14 26.9% 0.5% チュニジア 1 1.6% 0.0%

ドイツ 14 26.9% 0.5% マダガスカル 1 1.6% 0.0%

ポーランド 8 15.4% 0.3% モザンビーク 1 1.6% 0.0%

ブルガリア 4 7.7% 0.1% ナミビア 1 1.6% 0.0%

イギリス 3 5.8% 0.1% リベリア 1 1.6% 0.0%

フィンランド 2 3.8% 0.1% レソト 1 1.6% 0.0%

アイルランド 2 3.8% 0.1% アフリカ　計 61 100.0% 2.1%

スウェーデン 1 1.9% 0.0% ニュージーランド 2 40.0% 0.1%

スペイン 1 1.9% 0.0% オーストラリア 2 40.0% 0.1%

イタリア 1 1.9% 0.0% ソロモン諸島 1 20.0% 0.0%

オランダ 1 1.9% 0.0% オセアニア　計 5 100.0% 0.2%

チェコ 1 1.9% 0.0% 合計　76カ国 2,880 100.0%

ヨーロッパ　計 52 100.0% 1.8%

（２）経費別形態
経費形態 人数 比率

国費 225 7.8%

私費 2,535 88.0%

外国政府派遣 120 4.2%

合計 2,880 100.0%

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。 
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