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新しい留学生 オリエンテーション : Orientation for New International Students

Gankukh and Sukhbaatar

came to KIT by twinning

program from Mongolia.

They bought so many

things at DAISO to set

up their new life here.

ｊ

今年度も様々な語学研修が予

定されています。説明会には1

年生の参加が多くみられました。

学生時代の貴重な長期休暇を

利用して、世界への第一歩を

踏み出してみてください！

語学研修説明会 : Guidance for Study Tour
4月18日：April 18

新しく16名（韓国、マレーシア、モンゴル、中国）の留学生を迎えまし

た。履修登録といった学業面に加え、ゴミ分別や自転車ルールなど、

生活面に関する説明を受け、北見での新生活がスタートしました。

We have 16 new international students from 4 countries this

semester. They had an orientation about classes, garbage

separation, and bicycle rules in order to start their new life in Kitami.

ミャオさんは「後輩が北見工大に来て嬉しい！私のよう

に北見で楽しく過ごしてほしい！」と話していました。

New students Yang (left) and Miao (right) in the

master course are from our cooperative university in

China, Northeast Forestry University. Miao said, “I

hope she will have a great time in Kitami just like me!”

協定校の東北林業

大学から新しく来た

ばかりの留学生ヨ

ウさん（左）と、同じ

大 学 出 身 の 先 輩

ミャオさん（右）

ツイニングプログラムで

3年次に編入した

モンゴルからの留学生、

ガンスフさんとスフバートさん。北見での新生活

のために、ダイソーでたくさん買い物をしました。

・夏休み：ドイツ、アメリカ、オーストラリア、

韓国、フィンランド

・春休み：台湾、オーストラリア

There are many study

tours this year. Many

freshmen came to the

guidance for that. Let’s

take a new step to the new

world!

・Summer: German, USA,

Australia, Korea, Finland

・Spring break: Taiwan, Australia



留学生紹介 : KIT International Student
Ghosh Angkush Kumar さん（バングラデシュ：Bangladesh）

インターナショナル“C””アワー: International “C” Hour
新しい留学生の歓迎会：Welcome Party for New International Students!

We had a welcome party for 16 new

international students. Around 90 people

participated. Anis from Malaysia said,

“Studying in Japan has been my dream

for a long time.

I am really happy

to be here and

make many new

friends in this

event! I look

forward to my

ｌife in Kitami!”

今後の予定：Future Schedule 

◆インターナショナル“C”アワー

International C-Hour “Bangladesh”

５月２８日（火） : May 28 (Tue)

１６：３０～１８：００

1号館 A103講義室

Building No.1 (A-103 Room)
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Cアワーでは歓迎会を行い、約90名の皆様が参加くださいました。

マレーシアからの留学生アニスさんは、「一生懸命勉強しながら

友達もたくさん作って北見工大での生活を楽しみます！」と輝く

笑顔で話していました。

こんにちは！私は2017年10

月からMEXTの奨学生として

大学院工学研究科博士課程

で人工知能の研究をしている

ゴシュ・クマルです。北見市は

平和で穏やかで、人々も優し

いです。私は味噌ラーメンが

大好きです！焼肉と塩焼きそ

ばも好きです。北見での生活

は素晴らしいです！5月28日

のCアワーではエファットさん

と一緒にバングラデシュにつ

いて紹介をします。ぜひ来てく

ださい！

Hello! I have been a graduate

student as a MEXT scholarship

recipient since October 2017. My

research topic is AI (Artificially

Intelligent) Systems for Industry.

Kitami is peaceful and calm. People

here are so helpful and kind. I love

miso ramen! I also enjoy “yaki-niku”

& “shio-yakisoba” here. My life in

Kitami is fantastic!

I’m going to introduce the culture,

tradition, music and so on of

Bangladesh at C-hour on May 28. I

hope to see you there!!


