
05 シャルマ ゴパル　 Sharm a Gopal 

■出身国／ネパール連邦民主共和国

■大学／崇城大学

■学部・ 学科／工学部，宇宙航空システム工学科

■Country／Federal Dem ocratic Repub lic of Nepal

■University／Sojo Un iversity

■Facu lty,Departm en t／Departm ent of Aerospace System s Eng ineering

崇城大学に入学し た理由は、一番興味のある学科があっ たからで

す。熊本は物価が安く 、水が美味しく 、観光地が沢山あり、アルバイ

ト の心配も 無く 、と ても 住みやすい所で、本当に素晴らし いです。

人々は真面目で、親切で、頑張り屋さ んだと 思います。

Japan  is a very beautifu l and rom antic country, and  Kum am oto is a 

h istorical city w ith beautifu l scenery and  p leasant clim ate. Vo lcan ic 

m oun tain  and  Kum am oto  Castle are really g reat p laces to  visit. 

Especially, I w as im p ressed by SAKURA, wh ich is the Japanese w ord 

for cherry b lossom , in  sp ring  season . Friend ly peop le, com fortab le 

p u b l ic tran sp o rtation s are rea l ly g reat. I a lso  exp erien ced  its 

livab ility and  the p assion  of Japanese p eop le, w hen  I fi rst cam e to 

Kum am oto. I hop e the students w ho are th inking  ab out studying  

abroad m ake delig htful m em ories in  un iversities in  Kum am oto.

07 ラバールート  グラープ
Rabalert  Kulab

■出身国／タイ王国

■大学／東海大学

■学部・ 学科／農学部応用植物科学科

■Country／King dom  of Thailand

■Un iversity／Tokai Un iversity

■Facu lty,Departm ent／Schoo l of Ag ricu ltu re, Departm ent o f Plan t Science

06 セリラッタナポン ピシット 　 Serirattanapong  Pisit

■出身国／タイ王国

■大学／中九州短期大学

■学部・ 学科／経営福祉学科

■Country／King dom  of Thailand

■University／Nakakyushu Jun ior Colleg e

■Facu lty,Departm en t／

　 Departm en t of M anag em en t and  W elfare

熊本に留学に来るならば、日本をよく 知るために生活に慣れ

るためにも日本国内を旅行し た方がいいと思います。日本で

の生活では金銭的に困る事もあると思う ので、生活費、交通

費、アルバイト などをしっかりと考えた方がいいと思います。

My study life in  fi rst sem ester of underg raduate p rog ram  w as very hard  because I had  not adap ted  yet. 

How ever, un iversity o cers, teachers, and  also m y friends alw ayffi s helped  and  took care of m e very w ell, 

so m y life in  the un iversity w as easier than I thoug ht at fi rst. The b ig g est troub le w as the earthquake in  

2016. Th is even t m ad e m e feel d i cu ltffi y ag ain . Because o f a g ood  support from  p eop le I d escrib ed  

ab ove, I g ot over the troub le. These events are rem em bered  in  m y heart. And  m y favorite p lace is m y 

laboratories. Thank you very m uch .

W h ile exp eriencing  the rich  natu re and  cu lture of Kum am oto , you can  en joy 

com fortab le city life and international exchange between students.

感受熊本丰富多彩的自然和体验日本文化的同时，也能享受到熊本舒适的生活和

同学之 的国 交流的 趣。间 际 乐

Local universities and colleges cooperate w ith local governm ents 

and industries to enrich the education and research environm ent 

of Kum am oto. Our aim  is to contribute to the developm ent of 

education and culture throughout Kumam oto.

完善充 教育科研 境，为 实 环 我 与熊本的大们

学・ 短期大学・ 高等 科学校，专 行政・ 行经济 ，业

通力合作。一直以来大学国 熊本 熊本际财团 为

内的教育与文化 展而作 献。县 发 贡

大学コンソ ーシアム熊本
The Consortium  of Un iversities in  Kum am oto

大学国 熊本际财团

熊本の大学・ 短大・ 高専と行政、産業界が熊本の教育研究環境の向上のために協力しています。

大学コンソーシアム熊本は熊本県内の教育と文化の発展に貢献します。

熊本の豊かな自然や日本文化を体験し ながら、熊本の快適な都市

生活や学生同士の国際交流を楽し むことができます。
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