
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人 共立国際交流奨学財団 

2018年度奨学金授与式 

この春 50 名の奨学金採用者を迎えました！ 

（一財）共立国際交流奨学財団奨学金 15 名 

（株）共立メンテナンス奨学基金奨学金 35 名 

日 時： 2017 年 4 月 1 日（土）14：30 

式 場： 東京ガーデンパレス 2 階「天空の間」 

 

 （一財）共立国際交流奨学財団奨学金 15 名 

 

（株）共立メンテナンス奨学基金奨学金 35 名 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選 考 委 員 紹 介 

●菊 川  長 德 

（一財）共立国際交流奨学財団 理事長 

国士舘大学 教授 

 

●大 塚  博 

（一財）共立国際交流奨学財団 奨学金選考委員 

元文化服装学院 学務部長 

 

●北 原  賢 三 

（一財）共立国際交流奨学財団 評議員 

奨学金選考委員 

神田外語大学 客員教授 教育学博士 

キャリア教育センター長 

 

●山 田  光 矢 

（一財）共立国際交流奨学財団 評議員 

奨学金選考委員 

日本大学大学院 法学部 教授 

 

～理事長式辞～ 



 

■ （一財）共立国際交流奨学財団奨学金 

2018 年度奨学生  計 15 名 

【大学院】 8 名 

MD ASADUZZAMAN 

ムド アサダザマン 

バングラデシュ 北海道大学 農学院 

共生基盤学専攻 博士後期課程 

肖开提  排茹扎 

ショケイティ パイルザ 

中国 弘前大学 理工学研究科 

安全システム工学専攻 

張 国珍 

チョウ コクチン 

台湾 国際医療福祉大学 医療福祉学研究科  

保健医療学専攻 博士課程 

BUI THI BAO NGOC 

ブィ ティ ブォ ゴック 

ベトナム 事業創造大学院大学 事業創造研究科 

LEOW CHEE SIANG 

レオ チー シャン 

マレーシア 山梨大学 医工農学総合教育部 

工学専攻 修士課程 

REBEKA SULTANA 

レベッカ スルタナ 

バングラデシュ 静岡大学 自然科学系教育部 

情報科学専攻 

SATRIO BUDI PRAKOSO 

サトリオ バディ プラコソ 

インドネシア 愛媛大学 理工学研究科 

生産環境工学専攻 博士後期課程 

YOENG JYE YEOH 

ヨン ジェ ヨー 

マレーシア 九州工業大学 生命体工学研究科 

生命体工学専攻 博士後期課程 

【大学】 3 名 

VU THI MINH 

ヴ ティ ミン 

ベトナム 日本大学 理工学部 

物質応用化学科 

安 ジヨン 

アン ジヨン 

韓国 横浜市立大学 国際総合科学部 

国際総合科学科 

SUKHTSOODOL 

LKHAGVADORJ 

スフツォドル ラグワドルジ 

モンゴル 京都大学 工学部  

情報学科 

【専門学校】 4 名 

PARAJULI SUSMA 

パラジュリ ススマ 

ネパール 仙台YMCA国際ホテル

製菓専門学校 

国際おもてなし科 

AYE MYAT MON 

エー ミャッ モン 

ミャンマー 東京・i スマートビジネ

ス専門学校 

ビジネスコミュニケーション学科 

 

NGUYEN THI 

MINH PHUONG 

グェン ティ ミン フォン 

ベトナム 大阪モード学園 モード基礎学科 

 

TRAN THI DIEP 

チャン ティ ジェップ 

ベトナム 広島福祉専門学校 介護福祉科 

 

（※3 月 19 日他奨学金採用により辞退） 

（※3 月 29 日諸般の事情により辞退） 



 ～ 祝辞・宣誓～ 

（－財）共立国際交流奨学財団奨学金授与 

理事長より 4 月分の奨学金が授与されました 

 

ムド アサダザマさん（北海道大学 大学院） 

ショケイティ パイルザさん（弘前大学）  
チョウ コクチンさん（国際医療福祉大学） 

 

北原選考委員より 

ご祝辞を 

いただきました。 

(－財)共立国際交流奨学財団 奨学生代表 

京都大学 

スフツォドル ラグワドルジさん 

 



 

■ （株）共立メンテナンス奨学基金奨学金 

2018 年度奨学生  計 35 名 
【大学】 15 名 

HA THITHUY 

ハ ティトゥイ 

ベトナム 群馬大学 理工学部 

化学・生物化学科 

李 霈詩 

リ ハイシ 

中国 尚美学園大学 総合政策学部  

総合政策学科 

DAO HANH MY 

ダオ ハイン ミー 

ベトナム 東京国際大学 経済学部  

経済学科 

裴 艶婷 

ペイ エンテイ 

中国 神田外語大学 外国語学部  

国際コミュニケーション学科 

呂 軒 

ロ ケン 

台湾 千葉大学 園芸学部  

緑地環境学科 

趙 亮 

チョウ リョウ 

中国 国士舘大学 法学部  

現代ビジネス法学科 

万 君 

ワン ジュン 

中国 東京学芸大学 教育学部 教育支援課程 

教育支援専攻 

KOSHPASHARIN TITAT 

コットパーシャリン ティータット 

タイ 新潟大学 理学部  

理学科 

呉 正旭 

ン ジャンシー 

マレーシア 富山大学 芸術文化学部  

芸術文化学科 

姜 美 

キョウ ミ 

中国 名古屋市立大学 人文社会学部  

国際文化学科 

張 孔林 

チョウ コウリン 

中国 滋賀大学 経済学部  

企業経営学科 

POUDEL ANIL 

ポウデル アニル 

ネパール 神戸国際大学 経済学部  

国際文化ビジネス・観光学科 

TRAN THI QUYNH ANH 

チャン ティ クイン アン 

ベトナム 兵庫県立大学 経済学部  

VU DIEU THUAN 

ブー ユー トゥアン 

ベトナム 和歌山大学 システム工学部  

システム工学科 

NGUYEN THI HOA 

グェン ティ ホア 

ベトナム 下関市立大学 経済学部  

経済学科 

 

【専門学校】 4 名 

康  雲帆 

コン ユンファン 

台湾 専門学校トヨタ 

東京自動車大学校 

工業専門課程 

自動車整備科 

NANAYAKKARA JAYASINGHE 

ARACHCHIGE MADHUMALIE 

DILSHANI PERERA 

ナナヤッカラ ジャヤシンゲ アラッチゲ 

マドゥマリー ディルシャニ ペレラ 

スリランカ 国際ことば学院 

外国語専門学校 

東アジア言語学科 

グローバルコミュニ

ケーションコース 

 



 

 
蒋 先月 

ショウ センゲツ 

中国 IGL医療福祉専門学校 介護福祉学科 

KIM MINJI 

キム ミンジ 

韓国 中村調理製菓専門学校 製菓技術科 

 

【日本語学校】 16 名 

何 岱洲 

カ タイシュウ 

中国 ARC 東京日本語学校 一般留学コース（1 年 6

か月） 

NGUYEN THI THU THAO 

グエン ティ トゥ タオ 

ベトナム 共立育英会  

共立日語学院 

進学課程 2 年コース 

 

LE THI NGUYET DIEM 

レ ティ グエット ジエム 

ベトナム 浜松日本語学院 日本語科 

進学 1 年 6 か月コース 

TRAN HOAN 

チャン ホアン 

ベトナム 共立育英会  

共立日語学院 

 

LE THI NHAT LINH 

レー ティ ニャット リン 

ベトナム 東京中央日本語学院 一般一年コース 

LEE KIM WENG 

リー キム ヴェン 

マレーシア 共立育英会  

共立日語学院 

 

YAP SIAO WEI 

ヤップ シャオ ウェイ 

マレーシア 札幌国際日本語学院  

BATTUGS GANTUYA 

バトトゥグス ガントヤ 

モンゴル アカデミー・オブ・ランゲ

ージ・アーツ 

日本語課程 

PHYU ZIN THET 

ピュー ズイン テッ 

ミャンマー 共立育英会  

共立日語学院 

 

PHYO PHYO YADANAR 

ピョ ピョ ヤダナ 

ミャンマー OLJ ランゲージアカデミ

ー 

 

NANN WAI HNIN THANDAR BO 

ナン ワェ ニン タン ダーボ  

ミャンマー I,C,NAGOYA 1 年コース 

MALALAGE AROSHA 

LAKSHANI PEIRIS 

マララゲ アローシャ ラクシャーニ ピーリス 

スリランカ メロス言語学院 進学 1 年９ヶ月コース 

IVA DHUROTUN NASHIHA 

イファ ドゥロトゥン ナシハ 

インドネシア ユニタス日本語学校  

SYEMI HARIANTI JAYANTI 

シェミ ハリアンティ シャヤンティ 

インドネシア ユニタス日本語学校  

HENG SEAKTEANG 

ヘン シアックティアン 

カンボジア 共立育英会  

共立日語学院 

 

BALONGA MAYLET CUTARA 

バロンガ メレット クタラ 

フィリピン YMCA 健康福祉専門学

校 
日本語学科 

 

（※3 月 2 日 VISA 不交付により辞退） 



 

 

 

(株)共立メンテナンス奨学基金奨学金授与 

理事長より 4 月分奨学金が授与されました 

 

 

チャン ホアンさん（共立育英会 共立日語学院） 

マララゲ アローシャ ラクシャーニ ピーリスさん 

（メロス言語学院） 

 

～祝辞・宣誓～ 

バトトゥグス  ガントヤさん 

（アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ） 

 

 
山田選考委員より 

ご祝辞を 

いただきました。 

(株)共立メンテナンス奨学基金 奨学生代表 

和歌山大学 

ブー ユー トゥアンさん 



  

 

 

 

～記念品贈呈～ 

 

大塚選考委員より 

記念品が 

贈呈されました。 

～説明会～ 

皆さん熱心に聞いていました！ 

 

（一財）共立国際交流奨学財団奨学金奨学生 

第 110回財団奨学生研修会（鹿児島）について 

 

（株）共立メンテナンス奨学基金奨学生 

第 1回提出作文について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学生インタビュー！ 

私はムド アサダザマンです。バングラデシュから来ました。北海道大学

院の博士後記課程に在籍しています。日本の農業について勉強していす。

この奨学金をもらえてとても嬉しいです。 

奨学金は生活費や研究費に使いたいと思います。また日本の色々なところ

へ旅行にも行きたいです。私はバングラデシュの大学の教授です。 

国に帰ってからも研究を続けていきます。（北海道大学 大学院） 

 

私はパラジュリ ススマです。ネパールから来ました。 

今までこんなに大きな金額の奨学金をもらったことがないのでとても嬉し

いです。この奨学金を使って日本語や日本の文化についてもっと学べるよ

う頑張りたいです。日本語を 2年勉強し、今は専門学校でおもてなしにつ

いて勉強しています。ネパールに帰ったら自分のホテルを開きたいです。

自分の国の人のためになるように今一生懸命頑張っています。 

（仙台 YMCA国際ホテル製菓専門学校） 

がっこ 
私は安ジヨンです。韓国から来ました。 

この奨学金がもらえてとても嬉しいです。この奨学金を学費に充てて、 

バイトの時間を減らし、勉強に集中していきたいと思います。 

また友達と旅行もしたいです。今は社会福祉について勉強しています。 

韓国に帰ってからも日本で学んだことを活かしていきたいと思います。 

（横浜市立大学） 

私はハイ ティトゥイです。ベトナムから来ました。 

群馬大学 理工学部 化学・生物化学科で勉強しています。 

奨学金に採用されて本当に嬉しいです。これからは奨学金を使いアルバイトを

控え、勉強に集中したいです。来年は就職活動で忙しくなるので、就職活動のた

めに貯金をしていこうと思っています。大学では、応用化学を勉強しているの

で、学んだことをベトナムに帰って生かしたいと思います。（群馬大学） 

 

私はリー キム ヴェンです。 

マレーシアから来ました。共立日語学院に入学します。この度、奨学金に採用され

て本当に嬉しいです。この奨学金に採用されたことで両親も安心して私の留学を許

してくれました。これで両親への負担も減らせると思います。まずは日本語学校に

通い、日本語や日本の様々な文化を勉強したいです。マレーシアに帰ったら、これ

からマレーシアから日本に留学をする人たちが、安心して日本に来られるように、

日本の文化をマレーシアの人たちに知らせたいです。（共立育英会共立日語学院） 

 

私はコン ユンファンです。台湾から来ました。 

専門学校トヨタ東京自動車学校で勉強しています。奨学金をいただいてすごく嬉

しいです。生活面でのストレスが軽減されて安心して勉強ができます。 

これからは奨学金を学費に使い、アルバイトを減らして勉強に専念したいです。

今は自動車について勉強しています。これから知識をつけて、日本で働き、将来

は台湾から日本に来る人を応援したいと思っています。 

（専門学校トヨタ東京自動車大学校） 

 

どう 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学生の皆さんおめでとうございます！ 

皆さんが充実した留学生活を送ることを期待しています！ 


