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♪ 卒業生・修了生の皆さんへ ♪

前回の会報では、猛暑と記録的な豪雨についてお知らせしましたが、東京の今年の冬

は2週続けての記録的な豪雪に見舞われました。

下の写真は仮校舎の周辺の写真ですが、

昼すぎに撮ったのでだいぶ解けてきましたが、朝は、とても積もっていて歩くのが大変でし

た。

本館の写真

本館から別館への道



卒業生の近況

サンプター・セラさん（アメリカ） 地球市民2008年08月修了

現在、学習院大学に在籍

2008年に卒業してからピッツバーグ大学大学院で博士後期課程を果たすために勉強し

ておりました。やっぱりKCPのお陰でいい研究がこの間できました。今年、学習院大学

で研究するために文科省奨学金をいただきました。KCPの先生達、皆様、まことにあり

がとうございました！

AJ Davis（AJデイビス）さん（アメリカ） 地球市民2009年06月修了

現在、セサミストリートイングリッシュ

2008年日本に初めて来て感動しました。日本語をとても習いたかったのですが、最初

は無理だと思いました。でも、頑張ってKCPの9ヵ月の間にどうやらこうやら話せるよ

うになって凄く嬉しく感じました。とてもいい思い出です。

今はセサミストリートイングリッシュでとても小さくてかわいい子供に英語を教えて

います。凄く楽しい仕事です。

レイナード・フォレストさん（アメリカ） 地球市民2009年06月修了

現在、Disney World of English

僕はレイです！2009年の卒業生です。

今、僕は日本人に英語とダンスを教えています。

KCPは本当にいい学校だと思います。確かに厳しいけどそれをすることで日本語が上

手になります。

これからの未来、頑張ってください。

左から 田中さん

デイビスさん

セラさん

フォレストさん

佐野さん



何 流（カリュウ）さん（中国） 共生 2007年03月卒業

現在、日産自動車 勤務

今年で30歳になりました。来年のテーマとして「自分が求める幸せは何か」について

探求していこうと考えています。次回来る時、ちゃんと報告できるように！

左から 河島先生

孫さん

鈴木先生

何さん

高橋先生

孫 偉（ソンイ）さん（中国） 2007年03月卒業

日本で就職しましたが、実家のほうが事情があり、帰国することを決めました。中国

に帰って改めて就職したいと思っています。その時、日本語を活かす仕事を探したいの

で日本語の先生になるかもしれないです。ぜひ色々教えてください。

呂 鵬（ロホウ）さん（中国） 共生 2010年03月卒業

現在、早稲田大学創造理工学部 4年

今日久しぶりに就職状況を報告に母校

KCPへ来ました。卒業して以来、頻繁に

先生たちを訪ねてこなかったけれども、

毎回KCPに来る時親切な先生たちに知識

も精神も満足させていただいています。

初めて日本へ来た時のことをよく思い出

します。そして続けて頑張る力になりま

す。今、就職先も河島先生のおかげで決

まりました。大学の単位も取れましたの

で、残りの半年の大学生活を研究も遊び

も楽しみたいと思います。それに、新し

左が 呂さん 右が河島先生 く日本へ留学に来たKCPの後輩にわずか

な経験でもシェアできればいいなと思っ

ています。



權 スヒョン（クォンスヒョン）さん（韓国） 共生 2009年03月卒業

明海大学 外国語学部 卒業

拝啓

虫のすだく声に秋の風情を感じ、

耳傾ける今日この頃でございます。

2009年3月、KCP共生日本語学校

を卒業したクォン・スヒョンです。

2011年3月11日の東日本大震災で、

半年大学を休学し、国へ帰りました。

そのため卒業も半年遅れてしまい9

月19日無事に卒業ができました。

KCPの先生方のお蔭です。ありがと

うございます。心から感謝しており

ます。

これから、国へ帰って日本の留学生

活の中で学んできたことを糧とし、

一意専心努力いたす覚悟でございます。

末筆ながら、KCPの先生方のますますのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

敬具

平成25年9月20日

クォン スヒョン

キニー クリスさん（アメリカ） 共生 2010年08月修了

現在、ゼビオ株式会社

現在の生徒、先生達、卒業生の皆さんへ。

4年前KCPを卒業したキニークリスです。今はゼビオ株式会社（つくば市）に勤めて

おり、働きながらプロレベル陸上をやっています。日本のオリンピックチームとして出

るのを目指しています。それで次のリオ・オリンピックまで頑張ります。筑波大学で日

本のナショナルコーチのもとでトレーニングして頑張っています。

KCPのおかげでいい思い出ができて

沢山日本語を学んで、今、日本で夢

を追いかける機会をもらうことが

できました。

左が キニーさん

右が 諸永先生



崔 ソル（チェソル）さん（韓国） 地球市民 2011年03月卒業

現在、ASIANA AIRLINES CABIN CREW

3月に韓国にもどって大学校で勉強しながら面接を受けて就職できました。今でもKCP

で過ごした時間は心に残っていい思い出になっています。あの時、氏家先生にもらったい

ろいろなことには、今でも感謝しています。あの時は「韓国で韓国語の教師になって氏家

先生みたいに学生の力になってあげたい」と思うほど先生が面倒を見てくれて、日本にも

適応して頑張って過ごすことができました。

今は希望した通りに就職できて、旅行で日本にも来て先生たちに会うことができて本当

にうれしいです。またきます。懐かしいです。また日本でお目にかかりたいです。

左が氏家先生

右が崔さん

チュアン ルーさん（アメリカ） 地球市民 2012年08月修了

現在、Bandai (Taiwan)

JLPT N1に合格して、Bandai (Taiwan)に就職を決めました。これからも日本語で仕事

をしたいと思います。そしていつか日本で就職したいです。KCPには二カ月しかいなかっ

たけどたくさん学びました。いま一番の目標は将来の方向をきめることです。

左が鈴木先生

右がルーさん



楊 暁璠（ヨウギョウハン）さん（中国） 地球市民 2013年03月卒業

現在、専門学校ESPミュージカルアカデミー

今、私は音楽の専門学校のイベント科イベント制作コースで勉強しています。ライブ

コンサートの企画の知識を勉強して、クラスメートと一緒に自分の企画ライブも作りま

す。またよくライブ・コンサートへ研修しに行きます。舞台裏の事を理解して経験にな

ります。

学校の生活は大変なこともありますが、楽しいです。

左が橋本先生 右が楊さん

BUI BAO LONG（ブイ バオ ロン）さん（ベトナム） 地球市民2013年03月卒業

現在、東京農工大学大学院 農学研究院 共生持続社会学部門 食糧環境経済学研究分野

今、農工大で研究生として「海外における日本の農産物の売り込み効率を最大化する

ため」という研究をしています。お世話になりました。どうもありがとうございます。

左から 河島先生 ロンさん 在校生の ズイさんとミンさん



劉 珊（リュウサン）さん（中国） 地球市民 2013年03月卒業

現在、日本女子大学1年 人間社会学部 文化学科

とりたい授業がいっぱいあって、結局とりすぎて疲れてしまいました。けれど、興味

があるので楽しんで受けています。

フォルクローレ同好会というサークルに入っています。チャランゴという楽器を担当

し、うまく弾けるように毎日練習しています。

アルバイトも始めようと思っていますが、時間があまりないので、なかなか始められ

ない状態です。

日本人の友達はたくさんできましたが、日本人はつい距離をおいてしまう気がするの

で、なかなか近づけないと悩んでいます。

一言でいえば、大学生活はいろいろ大変なことがありますが、それらを乗り越えた

ら、より良い自分になれると思って楽しんでいます。

以上です。一年半お世話してくださった先生方、心から感謝しています。本当にあり

がとうございました。お元気でお過ごしください。

前列 左から 劉さんの日本人

チューター

劉さん

後列 左から 氏家先生

安楽先生

諸永先生

金 智訓（キムジフン）さん（韓国） 地球市民 2013年10月修了

現在、株式会社 SeedC

今度、SeedCという会社に入りまして

研修することになりました。まだはっき

り決まっているわけではないですが、ど

れだけ高い壁があっても乗り越えて行こ

うと思います！ KCPでしっかり教えて

いただいた日本語の実力といろいろなこ

とを活かして取り組んで行きたいと思っ

ています！ 今までお世話になりました。

この先に何があっても肯定的なマインド

で進みたいです。日本にいる間にこの会

社にも貢献できるよう頑張ります。

左が 金さん 右が 氏家先生



陳 文君（チンブンクン）さん（中国） 地球市民 2013年03月卒業

現在、日本大学商学部会計学科 1年

会計学について集中して勉強しています。大学の教授から進められ経営学検定の資格、

日商簿記3級、TOEICの勉強をしてい

ます。授業がたくさん入っているので、

学校の生活は充実していると思います

が、留学生としてはバイトしながら勉

強するのは大変なのでしっかりしないと。

大学で日本人の友達ができて良かった

と思います。会話が良くなると思いま

すが、友達と一緒に遊ぶのはできない

ので、まだ日本文化、習慣についての

勉強はまだ足りないと思います。留学

生たちは結構仲良くなって、留学生の

先輩たちに助けていただいてよかった

です。もっと勉強に集中したいと思い 陳さんは、進学コースの授業で

ます。できれば卒業して大学院に入り 後輩にアドバイスしてくれました。

たいので、それにはコースの選択が大

事なので情報を調査中です。夏休みが

終わってまた忙しくなります。

姜 聲黙（カン ソンムク）さん（韓国） 地球市民 2012年６月修了

現在 東京農工大学大学院 研究生

2013年４月から東京農工大で研究生をし

ながら、大学院の入試の準備をしました。

僕の専門はロボティックスでロボットの体

の研究をしています。2013年8月の院試を

受けましたが落ちました。それで、2014年

1月の外国人特別入試とイギリスの大学院

の入試を受けてイギリスの学校にも合格し

ました。昨年1年間研究生として生活しま

したが、僕が「ロボットの広い分野の中で

何を一番したいか」を考え、結局、イギリ

スで人工知能の勉強をすることに決めまし

左が 姜さん 右が斉藤先生 た。今年3月、韓国に帰国して、英語をも

う少し勉強し、9月にイギリスの大学院に

行く予定です。



マイヤーズ・アリソンさん（アメリカ） 地球市民 2013年３月修了

現在、ホスピタル＆ツーリズム専門学校１年

KCPを卒業してからもうすぐ１年経ちます。専門学校に入ってからも、KCPにいた頃の

ことをたまに思い出したりします。学校で習ったことがとても役に立ちました。専門学

校は難かしいですが、KCPの先生のおかげで楽しく生活できています。皆さんもあきら

めないでください。

ケイトリン・マロッテさん（アメリカ） 地球市民 2013年３月修了

現在、英会話教師

９ヶ月KCPで勉強して、その後アメリカの大学を卒業してから、日本に戻ってきて英

会話の仕事を始めました。KCPに通っていたときは、日本で生活することについても、

語学の勉強についてもすごく勉強になりました。留学している間は時間の経つのが速い

ですが、それだからこそ楽しんでください。

左から アリソンさん

ジェニファーさん（在校生）

ケイトリンさん



全 ソルジさん（韓国） 地球市民 2011年３月卒業

現在 日本大学芸術学部 写真学科 3年

4年生になります。そして、就活しています。

金 甫賀（キム ボハ）さん（韓国） 地球市民 2011年3月卒業

現在 韓国 大邱広域市役所 勤務

仕事に夢中？

日本交流業務やってます。

徐 榮希（ソ ヨンヒ）さん（韓国） 地球市民 2011年3月卒業

現在 上智大学総合人間科学部 心理学科 3年

左から 神田先生 金甫賀さん 金原先生 全ソルジさん 徐さん



そして、学校では

１０月に運動会が開催されました

綱引きで力を競い

ダンボール・ゴロゴロでは

必死に転がり

バレーボールでは

チームワークを競い

リレーではプライドをかけて



そしてお昼は、みんなで作った美味しい料理で楽しく食事

2月には、節分の日に神社に豆まきを見に行きました

この写真は日枝神社です



※ 卒業生の皆さんへの連絡 ※

「日本ミルテック株式会社で、韓国語と日本語が話せる人、募集中!! 」

◆会社説明

・電子部品の基盤の検査をする機械を製造販売する会社。

・韓国に本社、アジア中心に10の支社があり、日本ミルテックは11番目の

支社。

◆業務内容

・電子部品の基盤内の部品検査をする機械のデータ作成→理系・文系どちら

も可。理系の人も最初はその機械についてはわからないので、理系の人も

含めて全員に研修で教えるので、機械がわからないから・・・という心配

は要らない。

→単なる数字の入力ではなく、発想力が必要。こつこつ努力し、しかもひ

らめきのある人が向いている

・顧客へのトラブル対応（営業ではない） →機械の扱いなど指導

◆応募条件

・韓国人で、日本語（上級程度、超級ほどの力はなくてもいい）が話せる人。

・短大卒以上

・男女、35歳まで可。

・文科系も可能。理系ならなお良い。

◆勤務地 東京

◆待遇

・正社員 3か月は試用期間。

・ビザは会社が手続き。

・勤務時間 9時～18時 土日祝日休み。

・各種保険あり。

・東京近郊（関東）なら交通費支給。

・賞与年2回。

・給与は年齢、経験によって変わる。

興味がある人は03-3356-2404（高橋）までご連絡ください。



※ 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

