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日本の「就職活動」を学ぶ！ Japanese Job Hunting

人気のスキー研修は、寒冷地域の自然環境

を体験し、留学生相互の親睦を図るという目

的で毎年行っています。今年は例年にない雪

の少なさで、人工降雪機によってつくられた

コースでした。中国人留学生リーさんは、「北

見に来て3年経つが、初めてスキーに挑戦し

た。こんなに楽しいスポーツとは思わなかった。

上手になりたい！」と話していました。

留学生スキー研修 Ski Lesson
We have a ski lesson every

January so international students

can experience nature in a cold

region. We have little snow this

year and the ski slope used

artificial snow. Li from China said,

“I should have tried this earlier in

Kitami. Skiing is so much fun!”

本学の留学生と日本人学生が一緒

に、ジョブサロン北見の講師から“日

本の就活概要”を教わりました。模擬

面接やディスカッションも行い、台湾

の協定校から留学中のコウさんは、

「日本の終身雇用制度や、面接では

礼儀が大切なことにびっくりした。国

によって本当に色々なことが違うと

思った。」と話していました。

“Job Salon KITAMI” gave a special

lecture about Japanese job hunting.

International students and Japanese

students took the lecture together

and exchanged opinions. Wong from

Taiwan said, “The Japanese job

hunting system is very unique.

Lifetime employment is unbelievable

in my country! I was so surprised.”

北網圏国際シンポジウム参加 ：紋別市
Northern Regions Symposium” in Monbetsu

13 international students were invited to the Symposium in 

Monbetsu. They listened to presentations, visited some 

museums and went aboard an ice breaker to see drift ice. Ms. 

Xiaoxue from China said, “Drift ice was so impressive!”

1月17日
January 17

1月20日
January 20

2月16-17日

February 16 - 17

今年も紋別市開催の北方圏国際シンポジウムに留学生が招待を受けました。宇宙

飛行士・毛利衛氏の講演や研究発表に耳を傾けたり、流氷科学センター、アザラシ

ランド等の見学、ガリンコ号Ⅱへの乗船などを楽しみました。テキさんは「たくさんの

貴重な体験ができたし、流氷が想像以上の迫力だった！」

と話していました。



Ghosh from Bangladesh is going back

home during this spring break. He

cannot wait for the warm weather

and looks forward to eating

Bangladesh food with his family there.

Wishing you all spring break!!

今後の予定： Future Schedule 

◆ 4月6日 / April 6 (Mon) 
新留学生オリエンテーション

Orientation for New International Students    

◆ 4月23日 / April 23 (Thu) 18:10-
Cアワー International “C” Hour
歓迎会 Welcome Party for New Students

博士後期課程で研究しているゴ

シュさんは、バングラデシュへ一時

帰国をする予定です。北見の冬を一

時は離れ、温かい故郷で家族と地

元料理を食べることが楽しみとのこ

とです。素敵な春休みを！

留学生の学内アナウンス効果により、

50名を超える参加者でした。市内の市川

さんと長谷さんが、ボランティアで餅つき

指導をしてくださいました。留学生ヤンさ

んは、「杵はとても重いのに、日本人が簡

単に持ち上げているのがすごい。皆で一

緒に日本の伝統文化を楽しんだ！」と話

していました。大変な準備から後片付けま

でを手伝ってくださった皆さん、臼を運ん

でくれた力持ち留学生に感謝します。

More than 50 people joined this

Rice cake(Mochi) making. Ms.

Ichikawa and Ms. Hase came to tell

us how to make Mochi as volunteer.

Yang said, “Kine(pounder) is too

heavy for me. It is surprising that

Japanese use it easily. It was fun to

experience Japanese traditional

culture with many Japanese people

and international students!”
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Cアワー「餅つき」 International C-hour “Rice Cake Making”

留学生は春休みに何をする？ Spring Break

We had a graduation

ceremony for short-term

foreign students. Seungjun

from Changwon National

University in Korea said,

“This year at KIT has been

the most happiest time in

my life.”

短期留学生修了式 Short-term Foreign Students Graduation Ceremony   

1月23日
January 23

2月5日 /  February 5

協定大学から来ていた８名が、

半年または1年の短期留学を修

了しました。上達した日本語での

スピーチや思い出のムービー上

映を行いました。韓国昌原大学

校に戻るスンジュンさんは、「北

見工業大学で過ごした1年間は、

人生の中で一番幸せでした。」と

話していました。
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