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3 年生 Horm Chhanny 君 

Curriculum Vitae 

Name : Horm Chhanny  

Age : 22 years old 

University Name : Institute of Foreign Languages (IFL) 

Grade : About to commence year 3 soon  

Specialty (Field) : International Relation (DIS)  

Study : It’s going on well (This major is fun, I have to 

present a lot and share my knowledge back to the class), 

however, it requires doing more research and using critical 

thinking heaps. 

Life condition : So far, I have been living in a rented room with my elder brother.  

Besides from studies, we also work as Full-Time English Teachers in order to support our 

daily living, we do not rely on our parents to pay for us. 

Nowadays, we are living in Phnom Penh so as to work and study Online. 

Future hope : Applying for scholarships to study abroad after graduating with Bachelor's 

Degree and use all my skills to develop my country. Specifically, I want to be a leader in order 

to help my country and to provide a high standard of living. 

 

 

ホーンチャンニィ、22 歳、外国語大学、3 年生、国際関係学専攻 

勉強に関しては順調です。この分野は面白いです。クラスでは多くのプレゼンをして、知

識を共有しなければなりませんが、そのためにはいろいろと調べて、批判的な意見を積み重

ねる必要があります。 

生活環境に関しては、ずっと兄と一緒に借りた部屋に住んでいます。 

勉強以外では、私たちは日常生活を支えるためにフルタイムの英語教師として働いてい

ますので、両親に経済的に依存しておりません。今は、私たちはプノンペンに住んでいて、

オンラインで仕事と勉強をしています。 

将来の希望は、学部卒業後は奨学金を受けて外国に留学し、私の能力をフルに活用して国

を発展させたいと思います。すなわち、自分の国を助け、高い生活水準をもたらすためのリ

ーダーになりたいと思っています。 
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3 年生 Sorn Keoleak さん 

My name is Sorn Keoleak. I am 19years old. 

I have been studying in Royal University of 

Phnom Penh. 

My major is Environment (class year 3). 

Currently I have already finished class third 

years and I will move to the four years next month. 

I have to study English part time online class at 

Royal University of Phnom Penh (time 5: 30pm 

to7pm). 

 I am not working and I live with my family. 

Because of the Covid 19 I still continue study 

online.  

Sometimes I have problems with internet and I need to move to another place that have better 

internet. 

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

And four years I am looking about subjects dissociation and writing it.  

The Covid-19 has affected my freedom and economic so bed.  

My goal is to take an exam to become high school teacher.  

Thank you very much for your scholarship. 

 

私の名前はソーン・ケオリーク、19 歳、王立プノンペン大学で勉強しています。 

私の専攻は環境学で、3 年生です。 

現在は 3 年生を終えており、9 月には 4 年生になります。オンラインクラスで英語の補習

（5:30pm から 7:00pm）を受けなければなりません。 

私は働いておらず、家族と一緒に住んでおり、コロナのせいでまだオンラインで勉強を続

けています。時々、インターネットに問題が生じるので、より良いインターネット環境の場

所に移動する必要があります。 

コンピューターの前で時間を過ごさなければならないので気分的には退屈です。 

そして 4 年間、私は環境問題の解決策を求め、それについて書いています。 

コロナは私の自由と経済に悪い影響を与えました。 

私の目標は、高校の先生になるために試験を受けることです。奨学金をいただき、ありが

とうございました。 
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