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1 年生 Hul Bormey さん 

Curriculum Vitae 

My name is HUL BORMEY. I am 18 years old. 

Currently, I am studying first year at Royal 

University of Phnom Penh. My major is Information 

Technology. 

I have still studied online class since April.  

Now in semester2, my studies' situation is not so 

bad because I have some problems with internet and 

this is also ａ reason that damage my studying.  

So, I need to move to another place that have better internet. 

 In semester2, I am studying 7 subjects such as Khmer history, Fundamental, Ｋhmer 

civilization, C programming, Maths and English for computing. 

I am not good at C programming， so l have to study part-time by online class. 

 I am also busy because I have lots of assignment that are made by teachers from different  

subject.My feeling is bored that l have to spend my time in front of computer. 

Absolutely I will try my best for my studying. 

As for life condition, I live with my family at Prey Veng province. The covid-19 has affected 

my freedom and economy so bad. 

Ｗe have to make more carefully. I and my family also got vaccine already.  

We do not have any choice, if we want stay safe, we must stay home.  

Sometimes we have to buy food in advance. But I do not have any problem with food. 

I have to spend 2$ to 3$ a week on my internet.   

I hope Covid-19 will disappear soon. 

Finally, Ｍy future goal is Web Developer. I will try my best to my dream.  

 

私の名前はウル・ボーメイです。18 歳です。現在、王立プノンペン大学の 1 年生として

勉強しています。専攻は情報技術です。 

私は 4 月以来まだオンラインで勉強しています。 

現在 2 学期で、私の学習状況はそれほど悪くはありませんが、てインターネットにいろい

ろと問題があり、勉強に影響を与えています。 

そのため、より良いインターネットが使える他の場所に移動する必要があります。 

2 学期は、クメール史、基礎、クメール文明、C プログラミング、数学、コンピュータ英

語など 7 つの科目を勉強しています。 



私は C プログラミングが苦手なので、オンラインクラスで別途に勉強しなければなりませ

ん。また、いろいろな科目の先生がたくさん宿題をだすのでとても忙しいです。コンピュー

タの前で時間を過ごさなければならないのでうんざりですが、もちろん勉強に全力を尽く

しています。 

生活状態に関してですが、私はプレイベン地方で家族と一緒に住んでいます。コロナは私

の自由と経済に非常に悪い影響を与えました。 

私たちはさらに用心しなければなりません。私と家族はすでにワクチン接種を受けました。 

私たちは選択の余地なく、安全であろうとするならば、家にいなければなりません。 

私たちは、時には、前もって食べ物を買わなければなりませんが、食べ物には問題はあり

ません。私はインターネットに週に 2 ドルから 3 ドルを費やさなければなりません。 

私はコロナがはやく消えることを願っています。 

最後に、私の将来の目標はウェブ開発者です。私は夢を実現するために最善を尽くします。 
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1 年生 Loun Sreynit さん 

My name is Loun Sreynit, female, I am 21years old. 

I study at the Royal University of Phnom Penh as a first 

Student. I specialize in math. 

Today I study 8 subjects for Study such as: Mathematics 

analysis 1, Algebra 1, Computer 1, Demography 1, History 

of Cambodia 1, Introduction 1, Statistics 1 and English.\In 

the morning I Start study at 7:00am to 11:00am. 

Nowadays I’m study Online class, because of Covid-19. 

We don’t know when we start our class at school.  

But virus will be eradicated soon. 

As for the family, there are some difficulties, the family economy is not good, it is not possible 

to work in the city (Covid-19), rice is cheaper. 

My goal is become a math teacher. 

My three main goals are to graduate from University, pass the teacher exam, and share the 

knowledge I have with the next. 

 

私は、ルン・スレイニット（女性）、21 歳です。 

王立プノンペン大学の 1 年生で、数学を専門としています。 

今は、数学分析 1、代数 1、コンピュータ 1、人口統計 1、カンボジア史 1、入門 1、統計 1、



英語など 8 科目を勉強しています。 

午前 7 時から 11 時まで勉強しています。 

今はコロナのためにオンラインクラスで勉強していますが、いつ学校で授業が始まるか分

かりません。しかし、ウイルスはやがては根絶されると思います。 

家族に関していえば、経済状況は良くないし、コロナのせいで都会で働く事も出来ないし、

米の価格も下落している、といういくつかの困難があります。 

私の目標は数学の先生になることです。 

3 つの主な目標として、大学を卒業し、教師の試験に合格し、私の知識を次の世代と共有す

ることです。 
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1 年生 NHOEK Kanha さん 

Curriculum Vitae 

My name is Nhoek Kanha.  I’m 20 years old and 

continue my studies at Norton University in Architecture 

and Urban Planning.  

My studies went smoothly, but due do lo the worsening 

of the Covid-19 crisis, I still study online less effectively 

than I did at university, according to Zoom Google meet 

Teamlink. 

Subjects for the second season are : Khmer Culture, 

Creation Concept, Introdution to computer, Core English, Foundation of Architecture.  

Studying at university is also a bit difficult because this field of architecture requires 

ingenuity in studying house forms, drawing ability and high creativity, but I will study more. 

As for my living situation, after the university closed, I returned from Phnom Penh to Prey 

Veng province,where I studied online and helped with housework. 

Living conditions were difficult because my family life was not very comfortable and I had to 

spend a lot of money on my studies. 

 My future goal is to continue my education so that I can have a clear job, alleviate the burden 

of needy families and help build the Cambodia-Japan Friendship Middle and HighSchool. 

 And my other goal is to be a teacher to teach people to have Knowledge and reduce illiteracy 

in the country. 

 

私の名前はニョック・カンハ、20 歳です。ノートン大学で建築と都市計画の勉強を続け



ています。 

勉強は順調に進んでいましたが、コロナがひどくなったため、大学内での勉強に較べると

効率の悪い Zoom や Teams によるオンラインで勉強しています。 

2 学期の科目は、クメール文化、創造コンセプト(creation concept)、コンピュータ入門、

基本英語、建築の基礎です。 

建築の分野は、家の形、作図能力、高い創造力を学ぶ上で創造性を必要とするので、大学

での勉強も少し難しいですが、一層勉強したいと思います。 

私の生活状況については、大学が閉鎖された後、プノンペンからプレイベン州に戻り、プ

レイベンでオンラインにより勉強し、家事を手伝いました。 

私の家族の生活は非常に快適とはいえず、勉強に多額の費用がかかるので、生活状況は困

難です。 

 私の将来の目標は、確実な仕事につくために学業を継続し、困窮している家族の負担を軽

減し、カンボジア日本友好学園を支援することです。 

 そして、私のもう一つの目標は、人々が知識を持ち、国民の読み書き能力を高めるために、

教師になることです。 
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1 年生 Un Bunthim 君 

 

Curriculum Vitae 

Dear President Mr. Shigeo Aoki 

Hello! My name is Un Bunthim. I’m 19 years old.    

Nowadays I’m studying at Institute of Technology of 

Cambodia. And I’m a freshman . I’m not join the 

major class yet because the school requires for two 

years of major basic class. 

Now I’m studying in the second semester. In this 

semester have 7 subjects for study such as: Calculus 

2,Thermodynamic, Marketing, Information(IT), History, French and Technical chart.  

In the morning I start study at 7:00am to 11:00am and Afternoon 1:00pm to 3:00pm. 

Nowadays I’m study online class, because of Covid-19. We don’t know when we start our class 

at school. 

Nowadays I’m living with my family at hometown because I study online class. In the Covid-

19 revolution, for my family it has a some effect. The family economy not good and I had to 



spend a lot of money on my studies. 

My future goal is to continue my education so that I can have a clear job, alleviate the burden 

of needy families and help build the Cambodia-Japan Friendship Middle and High School. 

 

こんにちは。私の名前はウン・ブンティム、19 歳です。 

現在、カンボジア工科大学で勉強しています。 

私は 1 年生なので、まだ専門科目はなく、2 年間は専門科目の基礎クラスです。 

現在は 2 学期です。今学期には、次のような 7 科目を学んでいます。 微積分 2、熱力学、

マーケティング、情報(IT)、歴史、フランス語、技術チャート。 

勉強は、午前 7 時に始まり 11 時まで、午後は 1 時から午後 3 時までです。 

現在はコロナのためオンラインクラスで勉強しています。いつ学校での授業が始まるのか

分かりません。 

現在、オンラインクラスで勉強しているので、故郷で家族と一緒に暮らしています。コロ

ナ騒動は、私の家族に対しても何らかの影響を及ぼしています。家庭の経済は良くないのに、

私は勉強に多くのお金がかかります。 

私の将来の目標は、しっかりした仕事を持つことができるように勉強を継続し、困窮して

いる家族の負担を軽減し、カンボジア日本友好学園の構築をサポートすることです。 
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1 年生 Chhann Sengthai 君 

Curriculum Vitae 

My name is CHHANN SENGTHAI . I’m 18 year old and 

I’m a freshman.  I have been studying at Royal University 

of Phnom Penh. I’m studying about information 

Technology.  

During the Covid19 situation I have been studying online 

class until now. 

 For my study I got some problem because sometimes in my 

local don’t have the internet . 

So I need to find a place which have better internet. 

I’m studying 7 subjects are Khmer History, Fundamental, Khmer Civilization, C 

programing, English for computing and Mathematic.  

All of these subjects C programing is the hardest for me.  

And I must to study hard on this subject by study part time.  



As for my living situation, I moved from Prey Veng province to Phnom Penh Because in 

Phnom Penh have a better internet than province.  

I stayed with my aunt, However I can help my aunt with housework too.  

By effect of the Covid19 I must stay at home. 

 I spent 2$ per week to paid on internet for my study.  

For My future goal, I will finish my education and I’ll find the better job for myself . 

After that I will help provide my family and develop my school(CJFS) as well. 

 

 

私の名前はチャン・センタイ、18 歳です。王立プノンペン大学の 1 年生で情報技術を勉

強しています。 

コロナのために今までずっとオンラインクラスで勉強してきました。私の地元ではイン

ターネットがないので、勉強にはいくつかの問題を抱えています。したがって、私はより良

いインターネットがある場所を見つける必要があります。 

私はクメール史、基礎、クメール文明、C 言語、コンピュータのための英語、数学など 7

科目を勉強しています。 

これらの科目ののうち C 言語は私にとって最も大変です。そのため、私は科目を補習で懸

命に勉強しなければなりません。 

私の生活状況については、プノンペンはプレイベン州よりもよりよいインターネットが

あるので、プレイベン州からプノンペンに移動しました。 

叔母のところに滞在させてもらっていますが、叔母の家事を手伝うこともあります。 

コロナのせいで、私は家にいなければなりません。 

勉強のためのインターネットに週に 2 ドルを費やします。 

私の将来の目標のために、卒業してより良い仕事を見つけたいと思います。そして、家族

を助け、カンボジア日本友好園の発展を支援したいと思います。 
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