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♪ 卒業生・修了生の皆さんへ ♪

今年の日本の夏は、記録的な猛暑、記録的な豪雨等、記録ずくめの夏でした。

みなさんの国は、どうでしたか。

体調を崩さずに、楽しい夏を過ごせたでしょうか。

今回は少し間が空いてしましたが、五か月分の情報を楽しんでください。

新校舎の現在の状況です。

４月に遊びに来てくれた卒業生が、

「先生、学校がなくなっていたので

びっくりしました」と言っていましたが、

かなり、形になってきました。

完成が楽しみですね。

（注：後ろはマンションです）



卒業生の近況

朴庾卿（パク ユギョン）さん（韓国） 地球市民 2008.03卒業

現在、法政大学大学院 人文科学研究科日本文学専攻国際日本学ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄ博士課程３年

皆さん、はじめまして。２００８年３月の卒業生朴庾卿と申します。

卒業してからもう５年も経ちました。ということは日本に来てから６年も経ったという

こと…。こんなに長くいるとは思わなかったですけどね。

KCPの卒業と同時に大学院に入学しました。最高に嬉しかったです。でもその喜びは一瞬。

修士論文を提出するまでの３年間はとても辛かったです。まず、授業で先生のお話を聞

き取れなかったです。日本語学校で丁寧な発音の日本語ばかり聞いてきたからか、先生

（おじいさん）の日本語はとても聞き取りにくかったです。また、授業で発表担当にな

りますと、頭の中にある自分の考えを日本語でうまく伝えられなくてもどかしさを感じ

ました。半年くらいは勉強どころか日本語の問題でとても苦労しました。それでも絶対

授業を欠席することはなかったです。少しずつ慣れていく自分自身を励ましながら修論

を完成、そして論文を書いていくうちにもっとやってみたいと研究というものに魅力を

感じ、博士課程に進学しました。

進学してからは本当にいいことばかりでした。国費留学生に選ばれたり、ある企業のと

ても住みやすい寮にただで住むことも出来ました。そのおかげか、学校を受験する留

学生や所属学科を受験する学生へのメッセジーも書いて学校のホームページに載せられ

ました。そして、念願の翻訳の仕事

をする機会にも恵まれました。現在

は勉強しながら朝日新聞社の韓国語

チームで日本語の記事を韓国語に訳

する作業をやらせていただいており

ます。しかも朝日新聞社で初めて韓

国で出版したe-bookの翻訳に携わる

機会も得られてとても嬉しく思って

います。

皆さん、私ってついていると思いま

すか？そうかも知れません。しかし

何もしなかったのに突然いいことば

かりあるわけはありません。私は、

今まで頑張ってきたからこそこのよ

うないい機会に恵まれることができ 左が パクさん 右が 小桧山先生

たと思います。まずは、自分がやり

たいことをしっかり決めましょう。

そして誰に何を言われても折れることなく自分の道を進みましょう。そうするときっと

幸運の女神が訪れます。何もしないと何も得られません。自分自身を信じて前に進むべ

きです。



凌 玲（リン リン）さん（中国） 共生 2003.03修了 7月に帰国

KCPを卒業してから、国士舘大学政経学部経済学科に進学して、4年間経済のことを学び

ました。大学を卒業して、同じ学校の政治学研究室で国際関係を 2年間勉強しました。

大学院を卒業してから、3年間経理の仕事をやりました。日本で 12年間生活をして、い

ろんな思い出を作りました。KCPにいたころはちょっとふまじめで、よく先生たちに叱

られました。大学に入ってから、真面目に勉強しようと思って、3年間ずっと奨学金を

もらえました。社会に出て経理の仕事をまかされて、大学時代のまじめさのおかげで、

仕事で信頼してもらえるような人になりました。本当に先生たちのおかげで私は成長で

きました。感謝しています。

左から

安楽先生

リン リン さん

諸永先生

SMALL BOOKER DARWIN（スモール・ブッカー・ダーウィン）さん（米国）

共生2003.03修了 ACUP（英語教師関係）に勤務中

高田馬場にある ACUPという会社に勤めています。7年間、ALTとして仕事をしていて、

今年もします。岡山県から千葉県まで引っ越し中。

まだ独身。どうやって日本の女性を怖がらせないか考え中。

英語のゲームを作りたいという意欲が圧倒的にと強いと思います。これから N1に合格す

るように頑張ります。

左がブッカーさん

右は齋藤先生



金 保成（キム ボソン）さん（韓国） 共生2010.03卒業

現在、法政大学経営学部 2年

私はKCP共生日本語学校を卒業して一年間大学に通ってから本国で徴兵され、二年間国

を守り、今年 3月に戻ってきました。KCPにも3年ぶりに来て先生方に会って色々な話を

したらなつかしくなりました。ただ、諸永先生に会えなかったのが一番残念だったと思い

ます。

時々はここにきて先生と色々なことで相談にのっていただいたり、話をしたりできれば

いいと思っています。

左が河島先生

右がキムさん

スマホで自分撮りしたので、

少し変な写真になったようです。

陸 英善（ユク ヨンソン）さん（韓国） 地球市民2006.03修了

現在、東洋大学大学院社会学研究科社会心理学専攻 博士課程前期 2年

私は東洋大学大学院で「表情の認知と表出に関する日韓比較研究」をしています。

昨年は日本心理学会でポスター発表をしました。その機会を通じてたくさんの先生と知り

合うことになって、今はその先生方に関わる論文や参考資料などを翻訳しながら自分の研

究をしています。

私はこれからも社会心理学研究の道に進み、日本と韓国の比較研究を進めて行きたいと考

えています。

そして、日本と韓国における異文化理解を促進して社会学に対する私の熱情を活かして,

より健康な社会を作り出すことに貢献できる社会学者になりたいと思っています。

權 志勳（コン ジフン）さん（韓国） 地球市民2012.03修了

2012年7月に日本に戻ってきました。それでバイトをさがして韓 Cookで働いていました。

これから帰国して韓国の大学にはいってがんばって勉強しようと思います。



金 甬受（キム ヨンス）さん（韓国） 地球市民2008.12修了

現在、ロッテ免税店（明洞）勤務

5年ぶりに日本へ来ました。KCPが無くなってびっくりしました。先生たちに会いに来ま

した。韓国で生活しているときも、時々日本で生活した時のことを思い出します。

方 草（ホウ ソウ）さん（中国） 共生2011.03卒業

現在、日本大学大学院新聞学研究科 修士2年

今、大学院の 2年生です。卒業論文を書いているところですから大変です。しかし一年

生の時、単位を全部取ったので今の段階ではちょっと余裕を持って論文を書こうと思っ

ています。来年の卒業まで日本の生活を少しは楽しみたいと思います。

一年ぶりに先生方と会えて嬉しかったです。

そして、３ヶ月後

卒業論文を書いているところです。来年３月卒業できるように頑張っています。７月に就

職の内定をもらったので、今回報告に来ました。３ヶ月ぶりに学校に来て先生方に会えて

よかったです。

と、報告してくれました。

左から リュウさん 河島先生 ホウさん

刘 雨昕（リュウ ウキン）さん（中国） 地球市民2013.03卒業

現在、日本大学大学院商学研究科 修士1年

新しい学校に入ったばかりですが、楽しいです。授業の内容が難しいですけど、勉強にな

ります。先生方にお会いしたかったです。



DAVID HUSA（デイビット・ヒュサ）さん（米国） 地球市民 2008.09修了

今、アメリカでコンピュータプログラミングを勉強しています。

左からデイビットさん 田中先生 デイビットさんのお友達

蔡 秉錄（チェ ビョンロク）さん（韓国） 地球市民2010.12修了

卒業して韓国でデザインスタジオを立ち上げました。9月に展覧会を開く予定です。日

程が決まったら連絡します。

左 金野先生 真ん中 前 河島先生 後ろ チェさん 右 安楽先生



朴 美林（パク ミリム）さん（韓国） 地球市民2010.12修了

現在、韓国の Lure & Fly Magazine勤務

SEAN THOMAS REYNOLDS（ショーン・レイノルズ）さん（米国） 2010.06修了

現在、韓国の"ICan"の先生

朴：2013年4月20日、私たち結婚しました！

2010年から3年くらい交際しました。今回は新婚旅行で日本に来ました。久しぶり

にいろんな先生に会えてうれしかったです。昔のビルがなくなって残念でしたけど、

新しいビルができたらまた遊びに来ます。

ショーン：KCPに来たら、私たちが初めて会った時を思い出します。日本はかんがえた

らおもしろいところです。私たちは日本が好きですから、またもどるとと思

いますよ。

PS.漢字をまったくおぼえていないのでもうしわけありません。

曺 恩惠（チョ ウネ）さん（韓国） 地球市民2010.03卒業

現在、法政大学文学部心理学科 3年

大学院に進学できるようにがんばっています！KCP大好き！



ALEXANDER TAKESHI TADA（アレクサンダー・タケシ・タダ）さん（米国）

地球市民2011.03卒業 現在、Voice Box Technologies社 ソフトウェア開発

KCPを卒業してからもう二年になり

ました。時間の経つのが速いです。

KCPのおかげで日本語能力試験 N1

に合格しました。アメリカに戻っ

てから就職しました。日本人の友

達ができて、さらに私の会社は日

本の会社と取引しているので、日

本語が役に立ちます。KCPに行っ

てよかったです。今は日本に旅行

に来ていて色々な所に行っていま

すが、一回くらい KCPを訪問した

かったです。 左がアレクサンダーさん 右が二階堂先生

全 孝瑟（チョン ヒョスル）さん（韓国） 地球市民 2013.03卒業

現在、ハリウッド・ビューティー専門学校 １年

KCPで日本語を学んで、今は専門学校

に入って、日本人の友だちと一緒に授

業を聞いています。自分がやりたいこ

とができて、毎日楽しい生活をしてい

ます。

左が 河島先生

右が チョンさん

黃 惠利（ファン ヘリ）さん（韓国） 地球市民2012.09修了

現在、TSM渋谷 1年

学校でコンサート企画制作を学んでいます。学園祭をするのでアナウンスしたくて来ま

した。学校に入ってまだ 2ヶ月なので分からない事が多いです。でもいろいろな経験を

したいので学校のイベントなどは全部参加するようにしています。卒業したらコンサー

ト制作会社でコンサート演出の仕事がしたいです。企画コースなので会議とゼミばかり

でこれで大丈夫か不安ですがコミュニケーションレベルは上がるかなと思っています。



梁 多惠（ヤン ダヘ）さん（韓国） 地球市民2011.12修了

現在、高知大学交換留学生

私は2011年に1年間KCPで勉強しま

した。私は授業だけではなく、特別講

座にも一生懸命に参加して、楽しみな

がら学校に通いました。KCPは私にと

って人生のターニングポイントでした。

日本語の勉強も自分でできるようにな

ったし、100％出席して頑張る自分を

見て、自信を持てるようになりました。

その上、韓国の大学に復学して日本語

の授業を受けた時も KCPで勉強したこ

とがとても役に立ちました。KCPで勉

強したことをもとに、高知大学の交換

留学生にも合格しました。今から高知

での生活に期待しています。KCPで勉

左が ヤンさん 右が 氏家先生 強したことをいつも忘れず、これから

もっと頑張りたいです。KCPの先生、

ありがとうございます。私のことを忘

れないでください！！

王 会（オウ カイ）さん（中国） 地球市民 2013.03卒業

現在、武蔵野美術大学 空間デザイン ３年

日本語が下手になってきました。編入

して入った３年の前期が終わりました。

いっぱいレポートを提出しなければな

りませんでしたが、寝ないで全部書き

ました。

大学の生活は少し退屈ですけれども、

自分の作品を仕上げた時、達成感が胸

に湧いてきました。これから、辛くて

も自分なりの作品を作り続けます。日

本語もせいいっぱい頑張ります。来年

の就職活動がうまくいくように、夏休

みは日本語を練習します。



金 ボラ（キム ボラ）さん（韓国） 地球市民 2011.03卒業

現在、フェリス女学院大学 ３年

フェリス女学院大学で国際交流の勉強をしています。最初、フェリスに入ったばかりの

時は、色々環境が変わったので不安でしたが、実際に大学生活をしてみると、日本人の

学生もやさしいし、大学関係者もやさしくて、すぐ不安がなくなりました。そのおかげ

で、私は大学内外で活発に活動することができています。学内では『上級生リーダー会』

に入って新入生向けのオープンキャンパスからオリエンテーションまで企画する活動を、

学外では内閣府が主催している『日・韓青年親善交流』に参加し、学内だけではなく、

全国から集まる日本の青年とも交流する活動をしました。こういった活発な活動で、私

は今年から学内でも学外でも奨学金をもらうことになり、経済的にも少し余裕ができま

した。これからも学内外を問わず、活動していきたいと思います。在校生のみなさんも

入試頑張ってください。楽しい大学生活を送れるように応援しています！

左が 金原先生

右が キムさん

張 キン（チョウ キン）さん（中国） 地球市民 2013.03卒業

現在、東京工芸大学 芸術学部 1年

最近すごく忙しくてすごくやせました。ほほ・・。今はアニメーションについてがんば

って勉強しているのですごく楽しいです。自分の夢に近づけますから。ちなみに、最近

自分の作品を作りはじめました。できるだけいい作品を作りたいです。

日本の生活は楽しいですが、辛い時もあります。でも、みなさんも夢のために、一生懸

命努力しましょう。



アリアナ・ボイドさん（アメリカ） 地球市民 2011.06修了

現在、Borderlink.Inc. 在職

現在、京都府福知山市の小学校で ALT（Assistant Lanuage Teacher)として教えています。

そして、毎日京都弁を勉強しています。毎日が楽しいし、おもしろいです。習った漢字

はたくさん忘れてしまいましたが、KCPの時のことは一生忘れられません。KCPのみなさん、

ほんとうにありがとうございます！ これからもがんばります！

左が アリアナさん

そして 金野先生

右は 在校生の

レイチェル・アシュビーさん

崔 瀟（サイ ショウ）さん（中国） 地球市民 2010.03卒業

現在、明海大学 経済学部 ４年

今、明海大学で勉強しています。今年

４年生なので来年卒業ですが、もっと

勉強したいので、大学院に進学するこ

とに決めました。

今回、KCPに来て感じたこと。

”みんなかわいい” ”うらやましい”

あまり上手じゃない日本語で一生懸命

話している姿がとてもかわいかった

です。

大学の進学準備をしている学生たちが

うらやましい。若くていいなぁ～。時

間がいっぱいあっていいなぁ～。

左が サイさん 右が 諸永先生



ブレネン・ケンドルさん（アメリカ） 地球市民 2012.06修了

KCPで勉強したあとで、ミネソタへ引っ越しました。今、大学でコンピュータ・プログ

ラミングを勉強しています。久しぶりに先生に会いました。うれしい！

左から 直井先生 ゴーさん ブレネンさん 片山先生

ゴー インイーさん（マレーシア） 地球市民 2013.03卒業

現在、尚美学園大学 音楽表現学科 1年

ピアノを専攻しているので、毎日練習しています。学校の授業は面白いし、色々学

んでいます。好きなことを選んだので、毎日頑張っています。みなさんも好きなこ

とを見つけてがんばってください。

崔 寧（サイ ネイ）さん（中国） 共生 2004.03卒業

現在、㈱オークラ商会 在職

２００４年に卒業してから４回目の帰校ですが、懐かしいような複雑な心境です。最近

は家族４人で安定した幸せな生活を送っています。この数年間色々やって来ましたが、

家族が一番だということがいまさらながらわかりました。自分の親、兄弟、子ども、妻、

友人などと元気に生活することが自分の力のもとです。みなさんも元気に頑張ってね。

２００４年に卒業した友人達。みんな、まだ、日本にいますか。偶然どこかであったら、

声をかけてください。今、社長をやっていたり、社員をやっていたり、営業をやってい

たり、なんでもいいですが、外国人として、日本で、自分のため、家族のためやってい

れば、それは、成功です。



朴 宣貞（パク ソンジョン）さん（韓国） 共生2011.03卒業

現在、韓国の大学に在学 ４年

１年間 KCPで勉強して韓国に帰国しました。今は韓国

の地元の大学の経済学部の４年生です。来年卒業なの

で外務公務員を目指して色々試験を受けたり勉強して

います。もちろん日本語の試験もあるので良い点数を

とるために日本語の勉強も続けています。

久しぶりに学校に来て先生方に会えてとても嬉しい

です。KCPで過ごした１年間は忘れられない思い出で

す。先生方に感謝の気持をもって、これからも頑張っ

ていきたいと思います。

左が パクさん 右が 間宮先生

孫 ジュニョン（ソン ジュニョン）さん（韓国） 地球市民 2013.03卒業

現在、東京理科大学 理学部 １年

理科大に通っています。理系です。

大学生活楽しいです。飲み会も楽し

いです。勉強大変です。それは、文

系もいっしょだと思います。私は、

化学研究部に所属しています。実験

とかもしますが、１年生はあまりし

ません。ただの飲み会サークルです。

でも、楽しいです。周りの皆もやさ

しくしてくれます。在校生のみなさ

んももう少し頑張って目指す大学に

入ってください。そうしたら、楽し

い大学生活が待っていますから…。

近況は、朝目覚めたら学校に行って、

授業を受けて、終わったら図書館。 左が ソンさん 右が 金原先生

そんな流れで過ごしています。でも

、楽しいです。

P.S.飲み過ぎは避けてください。

色々よくないので…。



鄭 勝永（チョン スヨン）さん（韓国） 地球市民 2012.03卒業

現在、小樽商科大学 商学部 ２年

学校の期末試験が終わって夏休みに入りました。大学の夏休みは日本語学校と違って２

ヶ月くらいあります。今回は、大学でやっている弓道の大会が東京で開催されたので、

東京にいるうちに母校である KCPに来ました。卒業してから１年半ぐらい経ったのですが、

KCPは相変わらず雰囲気が明るいです。受験生の方々はこれからが正念場だと思います。

いろいろ大変だと思いますが、最後まで諦めずにがんばってください。

左が 金原先生

右が チョンさん

コートニー・ガラノスさん（アメリカ） 地球市民 2006.08修了

現在、デルタ航空 客室乗務員

今、日本－ハワイ間で乗務しています。

KCPでで勉強した日本語を使って、

日本のお客さんに話しかけると、「日

本語がじょうずですね」と言ってび

っくりしてくれます。それがとても

嬉しいです。KCPで勉強してホント

に良かったです。そして、先生方に

会えて嬉しいです。

左が コートニーさん 右が 安楽先生



イノ・エスピリスさん（アメリカ） 地球市民 2012.03卒業

現在、小樽商科大学 商学部 ２年

私は日本に初めて来た時、KCPで日本語を勉強しました。KCPに通っている間に私は日本

語と日本文化に対して自信を得ることができたので嬉しかったです。今はジョージメイ

ソン大学で心理学を勉強していますが、同時に日本語のクラスもまだ受講し続けています。

けれども私にとって日本語を書くことはまだ少し難しいです。KCPにいた頃の友達や今

の日本語クラスの友達と一緒にいることは、日本語の会話の能力を高めることに繋がり

ました。その為私は今では一人で旅行をしたり他の人と日本語でコミュニケーションを

とることができるようになりました。

左が 鈴木先生

右が イノさん

陳 剣東（チン ケントウ）さん（中国） 地球市民 2013.03卒業

現在、国士舘大学 経営学部 １年

大学の生活は、忙しいのですが、やは

りおもしろいです。生活のために住ま

いの近くで新しいアルバイトを探しま

した。バイト先の人はみんないい人な

ので、今は、学校もアルバイトも満足

しています。

左から チンさん

金原先生

そして在校生でチンさんの従兄弟の

チン ケンセイさん



チャニカーンさん（タイ） 地球市民 2012.06修了

現在 チュラロンコン大学 3年

私は「第１７回 女子留学生日本語論大会」八尾東大阪大会（主催：ＷＦＷＰ女子留学

生日本語弁論大会実行委員会）で優勝しました。ＷＦＷＰの大会です。ＷＦＷＰは世界

平和女性連合です。スピーチのテーマは「私の抱負」、「私の日本留学生活」、「私の国と

日本」「世界平和のためにできること」から選びます。ご存知の通りに私は、日本留学生

活を選びました。審判員は１８０点満点で、私は１６７点取りました。２位は１５７点

です。聴衆も投票することができます。３２人の聴衆のうち２０人が私に投票してくれ

ました。大会終がわった後に、審判員さんと話しました。この大会の目的は３点あります。

１．女性として活躍すること。女性でもできること。

２．社会のために貢献すること

３．教育

私はスピーチの中に社会企業家になることの部分で「特に「タイ」の子供の教育です。

教育は国の将来と私は信じています。」を入れました。実際に私は教育の方に興味があり

ます。スピーチが終わったとき、質問されました。質問は「企業はどんなことをやりた

いですか？」私は「タイでは、タイ語を読めない人が多いので、お金がない人のために、

誰でも勉強できる学校を作りたいです。」と答えました。

右がチャニカーンさん

チャニカーンさん、おめでとうございます。また、9月7日に近畿大会で優勝して 10月

に行われる全国大会に進めたという連絡がありました。

ほんとに、すごいですね。



みなさん、学校に来て元気な姿を見せていただいてありがとうございました。

今回、写真を載せられなかった方は、是非、写真を送ってください。

よろしくお願いします

そして、学校では

４月期は、昭和記念公園にバーベキューに行きました。

集合して

皆で作って

おいしく食べて

最後はプールで水遊び



７月期は、恒例のスピーチコンテストが行われました。

今年の司会は、

MS1の王クンテツさん（中国） 右

と

MS2のライ イーブンさん

（マレーシア) 左

楽しくなる応援があって

最優秀賞は この人 MS1 鄭 曉彬（チョン ヒョビン）さん （韓国）



※ 卒業生の皆さんへの連絡 ※

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

