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♪ 卒業生・修了生の皆さんへ ♪

今年は、なかなか寒さが去らず、東京の梅の開花は例年より遅れ、３月に入って

から満開を迎えました。ところが、なんと、それから２週間足らずで桜が開花し、

今度は例年より１０日近く早く満開となりました。

日本では、年度の初めは４月です。２０１３年度が始まったわけです。皆さんの

今年度が、満開の桜のようであればいいですね。

受験の神様「湯島天神」の梅

（3月9日） 真田堀の桜（ソメイヨシノ）

（3月24日）

新宿御苑の桜（八重桜 今年も学生皆で御苑に行きました)

（4月12日）



卒業生の近況

李 昌泫（イ チャンヒョン）さん（韓国） 地球市民2012.09修了

宋 セロム（ソン セロム）さん （韓国） 地球市民2012.09修了

西日暮里に「キタキタ」という韓国料理のお店を 3/6（水）にオープンします。お店

を探すのが大変でしたが、頑張っていい場所を見つけました。皆さん、ぜひ食べに来て

ください！今日はお世話になった先生方にビビンバとスープをサービスに持ってきま

した。

ちなみに「キタキタ」というのは「北から来た」という意味です。

P.S.私たち 12/31に結婚しました♪

左から 李さん 高津先生 細井先生 金野先生 そして 宋さん

金 甬受（キム ヨンス）さん（韓国） 地球市民2008.12修了

現在 韓国の明洞の免税店に勤務

明洞の免税店でメガネを売ってい

ます。今回は友達と旅行に来ました。

久しぶりに先生たちに会えてよかった

です。

左から

金さんの友達

細井先生

金さん

金野先生



陳 語昌（チャン ユチャン）さん（マレーシア） 地球市民2011.03卒業

現在 首都大学東京 教育学部３年在学中

最近、パソコンが壊れたり洗濯機が

壊れたりと良くないことが一杯ありま

した。でもどんな挫折があっても諦め

ません。４月からは大学も三学年にな

るので、就活などとても忙しくなると

思います。

チャンさんは、大学進学コースの

在校生に、進学に関してのアドバイスをしてくださいました。

王 姗姗（オウ サンサン）さん（中国） 共生2008.03卒業

現在 ㈱ソフトバンクに勤務

今は結婚して、仕事は携帯電話の販売をしています。ヨドバシカメラ吉祥寺店のソフト

バンク（１Ｆ）で働いていますから、携帯電話を買いたい人はぜひいらっしゃって下さい！

左が諸永先生 右が 王さん



呂 鹏（ロ ホウ）さん（中国） 共生2010.03卒業

早稲田大学 基幹理工学部４年在学

久しぶりにＫＣＰを訪ねて、お世話に

なった先生方や後輩たちと話し、幸せな

時間を過ごすことができました。今は就

職活動で忙しい毎日を送っています。日

々の勉強や就職活動の中で、「日本語学

校でしか日本語を勉強することはできな

い」というＫＣＰの先生方の言葉をよく

思い出します。まさに「その通りです」

と思いながら後悔することがあります。

後輩たちにはぜひ今、日本語の勉強を

頑張ってほしいと伝えたいと思います。

最後にＫCＰの皆さまのご健闘を心より

お祈りいたします。

左が 呂さん 右が 金原校長

赵 莹莹（チョウ エイエイ）さん（中国） 共生2012.03卒業

東京農業大学 国際食糧情報学部２年在学

今、東京農業大学の一年生です。大学でたくさんの友だちができて、楽しく過ごして

います。大学の授業では、専門的な知識を学ぶことができて、先生もとてもやさしくし

てくれます。一年生なのでまだそんなに難しい知識は勉強していませんが、これから二

年生や三年生になるとどんどん難しくなると覚悟しています。去年は学校の「収穫祭」

に参加して、中国の有名な食べ物「焼売」や「小籠包」を売りました。先輩にいろいろ

なことを聞くと、やさしく教えてくれるのでとても安心です。４月から二年生になった

らもっと専門的な知識を勉強して、友だちももっと増やしたいと思います。そして大学

を卒業したら日本の会社に就職することを目標に、頑張っています！

前列が片山先生

後列

左が 直井先生

右が 赵さん



杨 超（ヨウ チョウ）さん（中国） 共生2012.03卒業

聖徳大学院 音楽文化研究科に進学

ＫＣＰ共生日本語学校を卒業して、専門学校に進学して音楽療法を勉強しています。

そして、その一年間くらいの間に、学校の勉強と並行して大学院受験の準備もしました。

真剣な努力が実って聖徳大学院に合格して、今年の４月から進学する予定です。ＫＣＰ

の後輩たちも頑張ってください。自分の夢は、努力によって必ず達成できます。

ヨウチョウさんは、今回写真がなくて残念です。できたら、メールで送って下さい。

今度載せたいと思います。

劉尙殷（ユ サンウン）さん（韓国） 地球市民2011.03卒業

東京デザイン専門学校（３月卒業）

久しぶりにＫＣＰに来て少し恥ずかしかったのですが、安楽先生に会えて嬉しかったと

思います。また日本に来るかどうかははっきりとは決まっていませんけれど、もしまた日

本に来ることができたら、必ず来ます。たとえ来られなくても一生ＫＣＰのことは忘れな

いと思います。

先生方、ありがとうございました。

ユ サンウンさんも是非、写真を送ってください。

韓 秀娟（ハン スヨン）さん（韓国） 地球市民2012.03修了

現在 フットワーク新宿（ヘルパー）勤務

確定申告に来て、ＫＣＰにも挨拶に来ました。来月韓国に帰ります。

左が山田先生 右が韓さん



金 甫賀（キム ボハ）さん（韓国） 地球市民2011.03卒業

東洋大学大学院（３月卒業）

修士論文も終わり、後は卒業式だけが残っています。韓国では就職活動が３月から始

まるため、帰国して就職活動をする予定です。

ＫＣＰでは日本語をきちんと学んだことが、修士論文を書くときに本当に役に立った

と思います。先生たちには感謝していますー！！

左から 呉さん 金さん 二階堂先生

吳 榮鎭（オ ヨンジン）さん（韓国） 地球市民2010.12卒業

東放学園音響専門学校（３月卒業）

ＫＣＰを卒業して東放学園に進学し、音響に関する勉強をしました。今年３月に卒業

予定です。就職活動をしましたが、なかなか決まらなくて、結局韓国に帰ることにしま

した。ちょっと悔しいですね～（笑）。でも日本での４年間の経験はとても貴重だと思っ

ています。必ずまたご挨拶に行きますのでお元気で。本当にお世話になりました。

徐 和正（ソ ファジョン）さん（韓国） 地球市民2011.03修了

現在 文化服装学院在学中

ＫＣＰを卒業して文化服装学院に

入学しました。韓国では学べないこ

とも学べるし、大変なこともありま

すが、毎日楽しく過ごしています。

左が 深瀬先生

右が 徐さん



李 ヨセプ（イ ヨセプ）さん（韓国） 地球市民2012.03卒業

東京国際大学商学部２年在学

大学に入った時は、「どうして大学

の先生はこんなに易しい日本語で話

すんだろう？」と思ったほど、簡単

に感じました。それだけ KCPで勉強

していた日本語は高度だったのかな、

と思います。今は、父の仕事を少し

手伝いながら、将来自分がしたい経

営法などについて考えたりしていま

す。

KCPで過ごした時間はとても楽し

かったです。在校生の皆さんも今を

しっかり楽しんでください。

左が 氏家先生 右が 李さん

缪 琦耘（ミャオ チーユン）さん（中国） 共生2007.03卒業

現在 ㈱ホープス勤務中

李 聪（リ ソウ）さん（中国） 共生2010.03卒業

東洋大学大学院 文学研究科博士課程後期 2年在学

ＫＣＰの皆さんへ。久々に学校に来ましたが、変わらない先生方の笑顔を見て、当時

の学校生活を昨日のことのように思い出しました。皆さんも今の学校生活を楽しく過ご

してください。

左から ミャオさん 河島先生 李さん 高橋先生



エイミー・ウェストベリーさん（アメリカ） 地球市民2011.8修了

現在 AEON津田沼 勤務

アメリカの大学を卒業して、１月に日本へ来ました。

私は今津田沼で AEONの講師として働いています。私が KCPですごした時間はとて

も楽しく、多くの良い友達や思い出ができました。

KCP在学中に日本でとても楽しい時間をすごすことができたので、私は日本で英

語教師になるという前からの夢を実現して、長期的にこの国で暮らすことに決めま

した。今私はKCPに在籍する学生ではありませんが、ここで学んだものは今でも私

の宝物です。学校に遊びにくると、ここでの楽しい思い出があざやかによみがえっ

てきます。

皆さんも、KCPで得られるすべての知識、友情、そしてここですごす時間を余す

ことなく楽しんでください。それらはあなたにとって生涯の財産となることでしょう。

以下は、エイミーさんが実際に書いてくれた英語の原文です。

アメリカの大学を卒業しました。1月に日本へ来ました。（はじめに書いてある日本

文１行）

I am an AEON teacher in Tsudanuma now.

The time I spent at KCP was very enjoyable and I made many friends and

memories. Because I enjoyed my experience at KCP, I decided to return to

Japan for a longer period of time to follow my dream of being an English

teacher.

Although I am no longer a student at KCP, I cherish the knowledge I was

given here. Visiting my old school again brings back fond memories that

I can build on during my stay in Japan.

Enjoy every moment, every friend, and every pieces of knowledge you receive

from KCP. They will last with you for a lifetime.

左から

高橋先生

エイミーさん

鈴木先生



REYES AILA MARIE AMOYO（アイラ・マリー・アモヨ・レイエス）さん（フィリピン）

地球市民2010.03卒業 関西学院大学商学部４年在学

就活中で～す!! 来年卒業する予定です。

左が アイラさん

右が 細井先生

RIANA KATHRYN LEWIS（リアナ・ルイス）さん（アメリカ） 地球市民2010.03卒業

こんにちは。わたしはリアナ・

ルイスと申します。よろしくお願

いします。私はＫＣＰを卒業して

からすぐに韓国の盆唐という街に

引っ越して英語の先生になりまし

た。韓国の幼稚園と小学校の子ど

もたちに英語を教えながら、様々

な体験ができて本当に楽しかった

んです。韓国でも、ＫＣＰででき

た友だちとときどき会って、いつ

もＫＣＰの話ばかりしていました。

本当にＫＣＰに感謝しています。

私は三年くらい韓国に住んで、

また日本に戻りました。今からは

新しく英語の先生の仕事を始めま 左が リアナさん 右が 安楽先生

す。いつまで日本にいるか分から

ないけど、一生懸命に人生を有意

義に過ごしたいと思います。



卢 宇（ロ ウ）さん（中国） 共生2012.03卒業

東京都市大学大学院進学

私は東京都市大学大学院環境情報学に合格して、4月から横浜キャンパスに行きます。

情報システム専攻で、遺伝的アルゴリズムについて研究します。これは、生物の進化の

過程を真似て作られたアルゴリズムで、確率的に最適解を見つけられるのが一番の特徴

です。

東京都市大学に進学を希望する学生がいたらぜひ連絡してください。

今日は久しぶりにＫＣＰの先生方に会いました。先生方は変わらず元気できれいです。

ＫＣＰに通っていた時の思い出がいっぱい溢れてきて感動しました。

細井先生をはさんで 左が 卢さん 右が 王さん

王 晰（オウ セキ）さん（中国） 地球市民2012.03修了

静岡大学大学院 修士に進学

4月から静岡県立大学菜食生命科学総合学部薬科学専攻の修士になります。薬科学・

有機触媒方面の研究をします。

24年3月、ＫＣＰを卒業して東京農工大学研究生として勉強しています。8月に修士

試験を受けましたが合格できず、でも 25年1月に武蔵野大学薬学専攻、3月に静岡県立

大学に合格しました。学費が安くて環境もいい静岡に行くことにしました。（これをきっ

かけに富士山に行くことも決めました）

3月12日に、同じ時に卒業した友だちと一緒にＫＣＰに行って先生方と会いました。

以前、友だちの撮った写真で見た通り、先生方は変わらずお元気で、一年前に勉強して

いた時を思い出しました。ＫＣＰで先生方と勉強した日々が懐かしく思えます。皆さん

お元気で、またお目にかかりましょう。



クリストファ・アンドリュー・バスキーさん（アメリカ） 地球市民2010.06修了

現在 名古屋外国語大学在学

最近、名古屋で勉強しているんですが、ＫＣＰのおかげで他の留学生に比べると会話

力があるほうだと思います。そして、私にとって一番すごいのは、ＫＣＰに在学していた

時の友だちですね。今でも、ＫＣＰの時の学校スタッフや友だちと連絡をとっています。

実は、このメッセージを書いている今も、ＫＣＰの友だちが私の周りに座っています。

左がクリストファさん 真ん中が佐野先生 右がアレックスさん

アレックス・ハンターさん（アメリカ） 地球市民2010.06修了

現在 宮崎県で英語教師として奉職中

2011年に大学を卒業して、2012年4月から宮崎県に来て仕事をしています。仕事は、

保育園と小・中学校の英語の先生です。ＫＣＰにいた時の思い出がとても良いので、東京

に来たときは必ずＫＣＰの皆に会いに行きます。今も、昔の仲間と一緒にいながらこの文

章を書いています。ＫＣＰで勉強したことが自分の人生の転機になったと思います



そして、学校では

３月１日に バス旅行に行って来ました。

今回は 栃木と茨城です。

茨城県は、「ポティロンの森」です。卒業生の皆さんの中にも、バス旅行で行った

人もいると思います。行ったことがある皆さんは、当時の学校生活を思い出して

ください。

力いっぱいピザの生地をこねて

かわいく飾りつけて

おいしく食べる



それから

動物と触れ合って

心をいやされたり

芝ゾリで

スリルを味わったり

楽しいひと時を過ごしました。



栃木県では、おいしい「とちおとめ」のいちご狩り

さあ、たくさん食べるぞとばかりに、入っていき

みんな楽しそうに、いちごを食べていますね



そして、入学式

前回卒業式の特集をお送りしましたが、４月にはまた、たくさんの新入生が入学

してくれました。

まず、金原校長がお祝いと

激励と心構えにについての話

真剣な眼差しで聴く

新入生のみなさん

在校生もお祝いに来てくれました。

学校生活について色々アドバイス

呉セジョンさんが在校生を代表して

お祝いの挨拶

歌クラブのみなさんが校歌を披露



※ 卒業生の皆さんへの連絡 ※

３月８日には、先日「同窓会会報 号外」で報告したとおり、卒業式が行われま

した。そして、その時、KCPの校歌と応援歌をみんなで歌いました。「校歌」と「応

援歌」の歌詞を載せますのでみなさんも是非覚えてください。

なお、ホームページには、メロディーの入った動画もありますから見てください。

校歌 「今ここに」
作詞：駒井 瞭

作曲：林 泰旻

編曲：孫 承慧
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応援歌「そらとほしと」
作詞：佐々木 龍

作曲：林 泰旻

編曲：孫 承慧

１．あなたのゆめは なんですか あなたのみらいは どこですか

ひとりひとりで いたならば みえないそらも あるけれど

ともにまなべば つかめるよ ともにわらえば ひろがるよ

KCP KCP KCP

２．あなたのみちは なんですか あなたのあしたは どこですか

ひとりひとりで いたならば みえないほしも あるけれど

ともにいきれば かがやくよ ともにうたえば きらめくよ

KCP KCP KCP ちきゅうしみんにほんごがっこう



※ 仮校舎の住所 ※

【本館】

住所：〒160-0004 東京都新宿区四谷４－２５－６正栄四谷ビル

【別館】

住所：〒160-0004 東京都新宿区四谷４－２９－１２広東国際ビル

【ＫＣＰ地球市民日本語学校のホームページの「同窓会会報」で今までのバックナンバー

を見ることができます。そちらも是非ご覧ください

なお、ホームページのアドレスは

http://www.kcp.ac.jp/jp/alumni_association.html

です。】

＊ 編集担当 辻岡・河島

http://www.kcp.ac.jp/jp/alumni_association.html

