
留学生紹介

Nila ニラ
マダガスカル出身
東京都立大学
都市環境学部・
都市基盤環境学科

Raxshona
ラクショナ
ウズベキスタン出身

東京大学
公共政策大学院

私は日本社会のどんな状況においても持ち合わせて
いるその復活力、活性力に関心を持ち日本で学ぶこ
とを決めました。日本へ来てからはそれ以上に日本
独自の文化や美味しい日本食、美しい場所、人々の
温かさなど様々なことを学ぶことが出来ました。
広い視野や柔軟な思考を持てば世界はよりよい場所
になると信じているので、私はいろんな人と自分の
文化を共有をしていきたいと思っています。

Vivek 
ヴィヴェク

インド出身
横浜国立大学

化学・生命系理工学専攻

Austin
オースティン
アメリカ合衆国出身
東京国際大学 商学部

皆さんこんにちは！ラクショナです。私はいつも日本のライフスタ
イルにたくさん惹かれるものがあり、知りたいことがたくさんあり
ます。なぜ日本は世界の中で1番の長寿国なのか、日本で訪れるべ
き場所はどこなのか、日本食でお勧めは何なのか、など挙げたらき
りがないです。ウズベキスタンのブハラやサマルカンド、タシュケ
ントなどの都市は知っていますか？このプログラムを通してぜひ私
の国のことも知ってもらうきっかけにしてほしいです。
参加する生徒の皆さんにはいつでも健康で、笑顔でいることを願っ
ています。毎日がいろんなことを学べるチャンスで満ち溢れている
ので、自分の好奇心を尊重し笑顔たやさずいろんなことを学んで
いきましょう！

Hi! My name is Vivek Bisla.
I am from India, a country
well-known for its diversity
and culture. Likewise, Japan is famous for its rich
culture, research, and technologies. Its an opportunity to
share knowledge regarding culture and rituals of my
country and willing to learn more about Japanese culture.

こんにちは！アメリカ合衆国出身のオースティンです。
日本へ学びに来たことで人生のすべては自分の築いていく
繋がりにあるのだと学びました。出会う一人ひとりにそれ
ぞれ個性的なストーリーがあることを知ることで世界に対
する視野を広げることができます。私の大学の授業も講義
を受けるというよりは生徒それぞれの意見を交換し合うこ
とを中心としていて、それが生徒一人ひとりが繋がるきっ
かけとなり、自分の人生で1つしかない思い出へ繋げられて
います。

このプログラムでも参加する皆さん一人ひとりとお会
いできるのを楽しみにしています！

こんにちは！ヴィヴェクです。
私が生まれ育ったインドは独自の文化や多様性のある
文化としてもよく知られています。日本も同じくその
豊かな文化、研究や技術があります。
日本へ来たことで自分の国の文化を知ってもらえ、ま
た私自身も日本の文化をより深く学んでいきたいと思
える良い機会となりました。

Hi! My name is Austin and
I'm from the United States.
Coming to Japan has showed
me that life is all about the
relationships you create.
Each person you meet, has a
unique story that opens up

your perspective on the world. What I like about this type
of program is that it is not a class, but rather an exchange.
It is an opportunity to connect with others and create once
in a lifetime memories! I'm looking forward to meeting
each and every one of you!

Hello dear friends!
My name is Raxshona, I have
always been interested in the
Japanese lifestyle how they
achieve the longest life
expectancy in the world?

What places are the best places to visit in Japan, which
food do you advise to try in Japan? Have you heard ever
about Bukhara, Samarkand, Tashkent cities? If not, we
can talk about these places in my country with you also.
Dear friends wish you always be healthy and happy! Try
to do more of what makes you happy, smile a lot, every
day is a new chance for learning new things!

I chose to come to Japan to
pursue my studies because I was
impressed by the resilience of
the Japanese society in any
situation.
But when I came here, I discovered more than that. I
discovered a unique culture, delicious food, beautiful
places, and most importantly, warm hearted people.
I love sharing my culture with others because I believe
that with an open mind, we can make this world a better
place.

いろいろな国籍、大学の学生が参加しています♪
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Marian
マリアン

ケニア出身
慶應義塾大学 経済学部

Marla マーラ
モンゴル出身
東京国際大学
国際関係学部

Hello I am Marla.
The main reason I choose to
spend my university time in
Japan is because of its culture.
Since I was a kid, I always wanted to come to Japan
because of its rich modern as well as traditional culture
and dazzling environment of crowded cities like Tokyo.
I am very much looking forward to meeting you all and
spending a great day with you touring around the cities,
while exchanging our knowledge and cultural
experiences. See you soon! :))

こんにちは、マーラです。私が日本の大学で学ぼうと
思ったのは日本の文化にあります。日本の近代的な、
また伝統的な豊かな文化と東京のような目まぐるしく
人が行き交う大都市に憧れがあり、日本は子供のころ
から行きたいと思っていた国でした。
このプログラムを通し、日本の町を歩きながら参加さ
れる皆さんとお互いの知識や文化を交換し合いたいで
す。皆さんにお会いするのを楽しみにしています！☺

Yvan(Vany)
イヴァン(ヴァニー)

ブルンジ共和国出身
東海大学

教養学部 国際学科
Hi, my name is Yvan Ndayishimiye,
A student at Tokai University.
To learn a new language can sound
very scary and sometimes books can
make it look even more complicated.
But learning a new language is just
as simple as learning new words and
ways in which those words can be put together to form phrases which
can be used to communicate our brilliant ideas, jokes and sometimes
express our most valuable feelings.
If you ever felt anxieties and nervousness because you think that your
English is not enough to communicate, fear not, because language
skill is never enough, using the little you already know is what is
enough to pave the way for the joy of seeking to learn more and more.
Let's enjoy learning and speaking English together in a friendly
atmosphere!!!

こんにちは、東海大学に留学中のイヴァンです。新しい言語を学ぶ
ことはとても取り掛かりにくく、他言語の本を読むことはとても複
雑にも感じます。でも新しい言語を学ぶことは単語を学ぶことと同
じで学んだ単語を組み合わせることによって互いの素晴らしい意見
や冗談や大切な気持ちなどを表すフレーズとして使えるようになり
ます。もし英語を話すときに自分の語彙力が足りず話すことが不安
に感じてもすでに自分の分かる単語を使うだけで英語で会話をする
ことの楽しさを感じれます。またそれをきっかけにさらに語学力を
高めようと思えるようになります。この楽しいプログラムを通して
英語での会話を通して楽しく学びましょう！

Antonetta(Chika)
アントネッタ(チカ)

インドネシア出身
東京国際大学国際関係学部

I chose Japan for my study
because Japan offers high-quality
education and a very decent
ambiance for both my study and
lifestyle. In Japan, I can enjoy
traditional or natural environments,
but at the same time, I can also
enjoy modern and fun atmosphere,
and I think it is very interesting.

Hello! I am from Indonesia. Have you ever heard about
Indonesia? It is a very interesting country that is rich in culture
and beautiful places. I am sure you will love to hear more about
Indonesia. I am looking forward to meeting all of you and
exchanging interesting facts or bits of knowledge about our
countries. I hope to spend a fun and wholesome time with you all.

私が日本へ学びに来た理由は日本の質の高い教育制度と勉強や生活
をする上でしっかりとした環境が備わっていたからです。
日本に来てからは伝統的な、また日本ならではの自然のある環境を
楽しむと同時に日本の近代的な文化を楽しめることがとても興味深
く感じています。
私はインドネシア出身です。皆さんはインドネシアのことは知って
いますか？インドネシアは豊かな文化と美しい場所がたくさんある
とても個性的な国です。このプログラムを通してより私の国の文化
にも興味を持ってもらえると思います。
お互いの文化をより共有し楽しい時間を過ごす機会にもしたいです。
皆さんにお会いし楽しい時間を過ごせるのを楽しみにしています。

I decided to come to Japan
because I was amazed by
the advanced technology
and rich culture,

and I wanted to experience it all first hand. This program
is a great opportunity for you to interact with people
from different parts of the world and ask as many
questions as you can. I would advice you to take
advantage of the opportunity and let us all have a fun
interaction.

私が日本へ学びに来た理由は先進的な技術力と豊
かな文化へ大きな関心を持ち、直接これらを体験
したかったので留学を決めました。
このプログラムは様々な国の人で互いに影響を与
え合え、また関わり合うことで他国の知らなかっ
たころ学べるとてもいい機会となります。このプ
ログラムを通して私たちと楽しく交流しましょう。

いろいろな国籍、大学の学生が参加しています♪
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いろいろな国籍、大学の学生が参加しています♪

I came to Japan to study
because I have been visiting
Japan for vacation since I was
13 years old and I really love
the way Japan provides safety and I loved learning
Japanese. I like kimono and the time management here
in Japan the way they are strict about time, the discipline
is really catchy.
I am really looking forward to meet all the high school
students and would love to share everything I have to
give and ready to learn from you guys too.

私は13歳のとき休暇で日本へ来たことがきっかけで、
日本の安全な環境を人々へ提供しているところや、何
より日本語を学ぶことが好きになり日本への留学を決
めました。日本に来てからは伝統的な着物が好きにな
りました。また日本人の正確な時間管理や規律の正し
いところには関心を持ちました。
このプログラムを通して多くの日本の学生の方と会い、
互いの考えなどを共有し合い、またたくさん学生の方
から学ぶことを楽しみにしています。

My strong impression of
Japanese culture and people
encouraged me to go to Japan.
Japan is a fascinating place
where I can meet international friends, study in a
developed environment and develop myself. I am sure
that you too would like to understand more about
interesting international cultures. So come and join our
program and let's discuss it together. I am so excited to
meet you at the program.

Imran
イムラン

ニジェール共和国出身
早稲田大学
政治経済学部

Japan is unique in many
ways. l wanted to learn

more about its amazing culture and I was really
curious about how it feels to live in Japan.
Keep learning and do not be afraid of making
mistakes. It is part of the learning process.

日本はたくさんユニークなところがあります。そ
の魅力的な文化を知りたく、またそんな日本で生
活をすることへの興味があり日本への留学を決め
ました。
このプログラムへ参加される皆さんにはたくさん
学び、間違いを作ることに恐れを感じないでほし
いです。これらはすべて学んでいく上での通過点
なので大切にしてください。

I am Gunjan Joshi from India,
I like that in Japan old

buildings and new buildings coexist, thus I constantly
explore and question the things I see. I often try to look
for similarities in Indian and Japanese cultures. Let's have
interactive talks in English where we exchange fascinating
knowledge about our cultures.

インド出身のグンジャンです。
私は日本の歴史的な建物と近代的な建物が混在してい
る街並みが好きでよく出かけて新しい発見をすること
を楽しんでいます。またよく日本の文化とインドの文
化との共通点を探して互いの文化の知識を深めていま
す。
ぜひこのプログラムに参加される皆さんとはたくさん
意見を交わし互いの文化の魅力的な文化を共有したい
です。

Gunjan
グンジャン

インド出身
東京大学

工学部 電気工学科

Miami ミアミ
ベトナム出身
東京国際大学
経済学部

日本の文化や人々に対する強い印象が、私を日本へ
渡航することを駆り立てました。日本は、国際的な
友人と出会い、先進的な環境で学び、自分自身を成
長させることができる魅力的な場所です。皆さんも、
興味深い国際文化についてもっと理解したいと思っ
ているはずです。なのでぜひこのプログラムに参加
して、一緒に話し合いましょう。皆さんに会えるこ
とをとても楽しみにしています。

Akanshya
アカンシャ

ネパール出身
東京国際大学国際関係学部


