
 

 

学部 1 年 

新入生自己紹介 
 今年度は、学部 1年生 11名、博士前期課程 1名、博士後期

課程 1名、特別聴講学生 13名の計 26名の留学生を新たに

本学に迎えました。5 カ国から来た新入留学生たちの自己紹介

をご覧下さい！！ 

【機械・社会環境系】 
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①シティ ナディア ビンティ アン SITI NADIA BINTI AUN （マレーシア）     

マレーシアから来ました。趣味は料理をすることと食べることと旅行です。日本にいるう

ちに色々なことを体験し、将来はエンジニアになりたいです。皆さん、これから宜しくお

願いいたします。 

北見工業大学 

②王勝宇（オウ シュウウ） WANG SHENGYU （中国）              

中国の内モンゴルから来ました。趣味はサッカー、ショッピング、絵を描くことと料理を作

ることです。時間があれば、料理を作って、家で友達とパーティをすることがあります。 

③談涛（ダン トウ） TAN TAO （中国）                       

中国の江蘇から来ました。趣味は卓球で、高校生の頃は友達とよくやりました。北見工

業大学で、一生懸命勉強して、技術者になりたいです。 

④林 志垚（リン シギョウ） LIN ZHI YAO （中国）                       

中国の山東省から来ました。趣味はヨットと読書です。ロボットに興味があって、将来、

エジニアになりたいと思っています。 
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【情報電気エレクトロニクス系】 
⑤カリーファ ムジャヒド ジャマール ア KHALIFAH MUJAHID JAMAL A 

（サウジアラビア）                                     

サウジアラビアのジェッダから参りました。料理と読書が趣味です。歴史上の戦争につ

いての本が特に好きです。日本に留学するのは私の挑戦です。将来は、ゲームプログ

ラマーになりたいです。よろしくお願いいたします。 

⑥呂朋飞（ロ ホウヒ） LYU PENGFEI （中国）                                     

中国の瀋陽から来ました。趣味は、バドミントンです。北見工業大学で、一生懸命勉強

して、将来は、エンジニアになりたいです。皆さん、どうぞ宜しくお願いいたします。 

⑦荊 天（ケイ テン） JING TIAN （中国）                                     

三月の下旬北見市に着いたばかりの時、寒さで感覚がなくなったので、すぐに岡山市

へ帰りたくなってしまいました。ですが、少し時間経ったら、この町の静かな環境と工大

の皆さんの情熱により、だんだん北見工大が好きになりました。これから皆さんと一緒

に楽しい学生生活を送りたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。 

⑧宋 翘宇（ソウ ギョウウ） SONG QIAOYU （中国）              

中国の遼寧省から来ました。趣味は映画とアニメを見ることです。そして、外で遊ぶより

家にいる方が好きです。将来は、プログラマーになりたいです。皆さん、どうぞ宜しくお

願いいたします。                                    

【バイオ環境・マテリアル系】 

⑩王 藩（オウ ハン） WANG FAN （中国）                     

中国から来ました。趣味は音楽を聞くことです。音楽のいろいろな種類の中で、k-pop

が一番好きです。北見工業大学で、専門勉強だけではなく、たくさんの友達も作りたい

です。どうぞ、よろしくお願いします！ 

⑪閆 勇良（エン ユウリョウ） YAN YONGLIANG （中国）                     

中国の山東省煙台市から来ました。煙台は海の町です。趣味はスポーツと旅行です。

北見は私の故郷より、寒いところですけど、雪が綺麗です。でも、夏は海で水泳できな

いと思います。ちょっと残念です。将来は化学技術者になりたいです。どうぞ宜しくお願

いします。 

⑨（シン チェンホン） XIN CHENHONG （中国）                  

中国の上海の出身で、高校卒業して日本に来ました。前は東京にいたので、北見市は

環境が多変で苦しむと思いますが、勉強や研究に最適だと思います。これからオースト

ラリアに行くつもりです。 
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博士前期課程 1 年 

①喀伊尓 穆太力普（カイヤ ムタイリプ） KAYIER MUTAILIPU （中国）                       

中国の新疆ウイグル自治区から来ました。私の趣味は、スポーツと読書です。私はこれ

から 5年間大学院で勉強するつもりなので、ここでの生活を楽しみたいと思います。私

はバイオマス燃料に興味があるので、将来この分野で活躍したいと思っています。北見

は、涼しくて静かで、緑豊かで、とてもすばらしい街です。 

博士後期課程 1 年 

【寒冷地・環境・エネルギー工学専攻】 

【バイオ環境化学専攻】 

特別聴講学生 （短期留学生） 

①リンダ サルティカ LINDA SARTIKA （インドネシア）                       

インドネシアから来ました。ボルネオ大学の電気工学科で講師をしています。私の趣味

は水泳と旅行です。博士後期課程で、再生可能エネルギーによる電力システムの分析

と安定化について勉強しています。北見はとても寒いですが、静かで空気がきれいなの

で、ここに住めてとても嬉しいです。 

【機械工学科】 
①伍 思宇（ウー スーユー） WU  SIYU （中国）                       

出身は中国の湖北省です。日本語がまだ下手ですが、日本人と話すことが好きです。

趣味は旅行とバスケットボールです。日本へ来られて、とても嬉しいです。私の夢は、好

きな人と世界旅行することです。 

②王 麒釣（ワン チージュン） WANG  CIJYUN （台湾）                       

台湾の大学での専門は、冷凍空調です。日本が好きなので、日本に来ました。今、日

本語を勉強しています。趣味はゲームです。日本のいろいろな場所を観光したいです。 

③パク ボムギュン BAK BEOMGYUN （韓国）                       

1 年間短期留学をするために、韓国から来ました。趣味は運動です。特に水泳が好きで

す。食べ物は、オニオンサーモン寿司が好きです。 

④劉 爽（リョウ シュアン） LIU  SHUANG （中国）                       

中国のハルビン工程大学から来ました。趣味はアニメを見ることです。日本の文化が好

きです。専門は土木工程です。将来日本の大学の大学院に進学したいです。皆さん、

どうぞよろしくお願いします。 

【社会環境工学科・社会環境工学専攻】 

⑤馬 嘉優（マー ジャーヨウ） MA  JIAYOU （中国）                       

旅行が私の楽しみです。日本は人が優しくて、景色が美しいので、大好きになりまし

た。趣味は、水泳と音楽を聞くことです。 
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⑥劉 倬驛（リョウ ジュオイー） LIU  ZHUOYI （中国）                       

中国の吉林から来ました。専攻は、土木です。私の目標は、日本語が上手になることで

す。日本人と友達になって、交流したいです。 

【電気電子工学専攻】 
⑦李 時光（リー シーグアン） LI  SHIGUANG （中国）                       

趣味はサイクリングです。皆さん、宜しくお願いします。 

【情報システム工学科】 
⑧李 萌（リー モン） LI  MENG （中国）                       

中国の東北林業大学から来た短期留学生です。出身は、湖北省です。今年 20歳で

す。趣味は、書道です。暇な時に、1 人でのんびり書道の練習をします。 

【バイオ環境化学科】 
⑨チェ ソジョン CHOE SOJEONG （韓国）                       

出身は、韓国の江原道三陟です。趣味は、ドラマを見ることと、音楽を聞くことです。日

本に来た理由は、日本語が学びたいからです。 

⑩王 萌（ワン モン） WANG  MENG （中国）                       

中国の東北林業大学から来ました。趣味は、ジョギングやバトミントン、本を読むこと

です。北見に来てからは、料理にとても興味を持っています。今の目標は、日本語の

能力を伸ばすことですが、将来の夢は、ミルクティーのお店を開くことです。 

 

【マテリアル工学科】 
⑪李 恬闊（リー ティエンクォ） LI  TIANKUO （中国）                       

中国の山東省からきました。私の性格は外向的で、人との付き合いが好きです。趣味

はビリヤード、水泳、インターネットなどです。日本語の勉強を通して、たくさんの友達を

作りたいです。これから努力して能力を高めたいです。よろしくお願いします！ 

⑫何 啓弘（ハー チーホン） HO  CHIHUNG （台湾）                       

台湾の台中から来ました。趣味は、バスケットボールとバレーボールです。将来自分の

会社を作りたいです。日本語と日本文化が好きなので、北見に来ました。 

⑬楊 蕙瑄（ヤン ホエシュエン） YANG  HUEISYUAN （台湾）                       

台湾の台中から来ました。私は１９９２年１０月２５日に生まれました。兄ひとりがいま

す。台湾では、中国医葯大学の葯用化粧品学科で勉強しています。趣味は、 映画を見

ることで、毎週私は映画を見ています。皆さん、どうぞよろしくお願いします。 
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4 月のインターナショナル C アワー 

~ゲームで友達の輪を広げよう！~ 
【4 月 24 日（木）・ミーティングルーム 2】 

2

人たちと楽しく歓談する姿があちこちで見ら

れた。新しく来た留学生たちにとっては、友達

の輪を広げる良い機会となったようだ。 

 

名刺ビンゴゲームとは？ 
 まず、氏名や出身などを書いた名刺を各自

10 枚作り、その裏に 1~24 の数字を書いて

おく。そして、空欄のビンゴシートに 1~24 の

数字をランダムに記入する。名刺交換でもら

った名刺の裏に書いてある数字を見ながら、

ビンゴシートの数字に丸をつけ、ビンゴかどう

かを確認する。 

1

 今年度初めてのインターナショナル C アワー

は、本学に迎えた新たな留学生と共に、名刺ビン

ゴゲームを行った。名刺に、氏名や出身、趣味な

どを記入し、それを交換しながら、交流を深め

た。本学の留学生や日本人学生、市民の方な

ど、100 名以上が参加して下さり、所狭しと動き

回る人々で、会場は熱気の渦に包まれていた。

また、名刺の裏には、番号が書かれており、交換

した名刺で見事ビンゴになった 10 名の学生は、

日本のお面や駄菓子などの素敵な景品をもらっ

た。 

 ゲームの後には、名刺交換で知り合いになった
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 今回のインターナショナル C アワーでは、古川元

信さんが代表を務める「どこでも竹とんぼ教室オホ

ーツク竹とんぼの会」の方々6名が竹とんぼ作りを

教えて下さった。竹とんぼを実際に作ったことがあ

る留学生や市民の方は少なく、最初は上手くでき

るか不安そうだったが、講師の方々にアドバイスを

頂きながら、各々自分の竹とんぼを作成した。 

 ナイフの扱い方や羽のひねり方に苦戦していた

留学生たちは、出来上がった竹とんぼが飛んだ時

には、歓声を上げて喜んでいた。小さな子どもか

らお年寄りまで楽しめる竹とんぼを、留学生たち

がそれぞれの母国に帰ったら、ぜひ広めてもらい

たい。 

竹とんぼの作り方 

 今回は、2 つの作り方を体験した。1 つ目は、ナイフ

で竹の羽の中央を削る方法だ。そして、もう 1 つは、竹

の中央にアルミを巻き、ロウソクの火であぶりながら羽

に角度をつける方法だ。それぞれの羽の中心に軸を

差し込み、接着剤で固めれば出来上がり！ 

5 月のインターナショナル C アワー 

~竹とんぼ~  
【5 月 29 日(木)・ミーティングルーム 2】 

 

    

今後の予定（6 月~7 月） 

6 月 2 日（月） 留学生歓迎会 ［於 研究者交流施設前芝生］ 

6 月 13 日（金） 留学生野草観察会 ［於 美幌みどりの村］ 

6 月 21 日（土）・22 日（日） 北見工業大学大学祭 

6 月 26 日（木） インターナショナル C アワー ［於 ミーティングルーム 2］ 

7 月 17 日（木）~24 日（木） 韓国慶尚大学校工科大学短期交流研修 


