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2020年前期を終えて
First Semester 2020

新型コロナウイルスにより、異例の前期

We had an unusual first semester

となりました。国際交流行事等は開催で

2020 because of the COVID‐19. All

きませんでしたが、ささやかながら今年

the international events were

度前期の短期留学生修了式を行いまし

cancelled.

We

had

た。本来4人の学生が参加するはずでし

ceremony

for

the

たが、内2人は春休みに一時帰国した後、

exchange

再入国できませんでした。北見に残って

cooperate universities. Two of

生活していたテキさん（中国・東北電力

them, Zhai(China) and Cao(China)

大学）とソウさん（中国・武漢科技大学）

could participate the ceremony.

に、修了証書が手渡されました。式には

Although,

参加できなかったヤンさん（台湾・中国医

Wong(Macao) could not join. We

薬大学）とコウさん（マカオ・中国医薬大

wish you all the best of luck on

学）も修了おめでとうございます！

your future!

a

small

short‐tem

students

Yang(Taiwan)

from

and

新留学生の紹介
New International Students
セルオド ウランチメグ（モンゴル）
今は北見市にいます。勉強の他
に、落ち着いたら様々な観光地
へ行くことが楽しみです。よろしく
お願いします！

ユーソ エロネン （フィンランド）
現在は北見にいます。大学院生で、
今は寮からの「リモート研究」をする
ことが多いです。以前に短期留学生
として北見工大にいました。友達を
作って北海道を旅したり、おいしい焼
肉を一緒に食べることが楽しみです。

チャン ジシン (マレーシア)
マレーシアにいます。前期はオンライ
ン授業で勉強してしました。雪を見た
ことがないので楽しみです。スキーも
やりたいです！

Chang Zi Shen (Malaysia)
Serod Uranchimeg (Mongolia)
Now I am in Kitami. I am looking
forward to going sightseeing.
YOROSHIKU ONEGAISHIMASU!

Juuso Eronen (Finland)
I am in Kitami now. I am studying my
research at KIT dormitory as a
graduate student. I used to study
KIT as a short term exchange
student. I look forward to traveling
and outside BBQ with friends.

I am still in Malaysia now. I
studied this first semester at my
home in Malaysia. I have never
seen snow. I am looking forward
to it. I would like to try skiing!

国際交流サークル（OFIC）の会長をし

Do you know OFIC?

OFIC stands for

ている小嶋です。留学生と日本人学

Organization For International Communication.

生が色々な形で交流できると嬉しい

I am Kojima, a captain of that club. I will do

ので頑張ります！！

my best to make international students and
Japanese students enjoy communicating at KIT.

私はヤンです（台湾・中国医薬大

I am Yang, from Taiwan. I have been

学）。短期留学生でしたが、前期は

an

台湾からのオンライン授業でした。

October. I studied on PC this semester.

楽しみにしていた「大学祭」「ぼんち

I was sad that all the events were

祭り」等に参加できなくて残念でした

cancelled, such as BONCHI festival. I

が、短期留学したことは後悔してい

have no regrets that I came to Japan,

ません。お世話になりました。

though. I thank everyone in Kitami.

exchange

← クイズ① ： Quiz 1

クイズ② ：Quiz 2 →→→

誰でしょう？
Who is he ?

いつ、どこで会えるでしょう？
When and where can you
see her?

student

since

last

※答えは左下 : You can find the answers on the bottom left corner

本間センター長
New Director of KIT International Center
今年３月から国際交流センターに赴任
しました本間圭一です。前職は読売新
聞に約２８年勤務し、主にロンドンやワ
シントンなど５都市で海外特派員を務め
てきました。留学を希望する皆さんには、
海外生活の心得をお伝えしたいと思い
ます。留学生の皆さんには、日本滞在
の不安や心配の相談に乗ります。気軽
に声をかけてください！

答え：Answer
① 生協食堂さとう店長: Mr. Sato
The Manager of SEIKYO Cafeteria
② 夕方以降の生協食堂：学生に
元気を与えてくれるマユミさん！
You can see her at Cafeteria
around dinner time.

My name is Keiichi Homma. I came to
work in International Center last March.
Previously I had been a journalist in
Yomiuri Shimbun, Japanese newspaper,
for almost 28 years. During that time, I
was posted as a correspondent in 5
cities such as London and Washington. I
would like to tell what to have in mind
in life abroad to Japanese students who
would
like to study overseas. To
international students, I am willing to
listen to your problem or anxiety. Please
don't hesitate to contact me anytime !
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