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法政大学ワークショップ
法政大学ワークショップ開
ワークショップ開かれる

「高橋氏よりDVDの寄贈され
ឆនំេនះក៏ដូចឆនំមុនែដរសិសសសកលវ ិទយ

ករេបកសិកខសិលរបស់

ល័យហូេស

សកលវ ិទយល័យ ហូេស
今年も法政大学の皆さん
が、11月2日から3日間、当学
科を訪問されました。今回は
「コンピュータ リテラシー
ワークショップ」です。法政大
学から１３名、当学科からも
１０名ほどが加わり楽しい時間
をすごしました。
昨年同様ですが、今回はビ
デオ撮影をカンボジアメコン大
学の学生と法政大学の学生が共
同で行いました。トゥクトゥク
の一日を取材したり、カンボジ
アの市場を題材にしたものな
ど、興味深いものでした。今回
は編集まではできませんでした
が、今後編集して完成させる予
定です。

新一年生と
新一年生と新しい先
しい先
生キムシエットさん
今年度も、日本語ビジネス
学科には9人の新しい学生が加
わりました。不安はあるでしょ
うが心配要りません。希望を胸
に、一緒に勉強していきましょ
う。
また、今年度からキムシエ
ットさんが日本語ビジネス学科
の先生になりました。彼女は、
今年当学科を卒業したばかりの
新しい先生です。よろしくお願
いします。
＜キムシエットさんから＞
キムシエットです。今まで
ビジネス学科で4年間勉強して
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រយៈេពលបីៃថង។
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ិ ិឆកគឺ
ៃថងទី០២ែខវច

អស់រយៈេពលបីៃថងគឺចប់ពី

មួយសតីពី

アジア経済人材協力連盟の村上氏より
土木関係書籍の寄贈

បនមកទសសនៈកិចចដិបតិម៉ង់េយង

本企業から日本語ビジネス学科に寄付

ឪកសេនះក៏មនសិកខសិល

សមតថភពេរបរបស់កុំពយូទ័រ។

មន

សិសស១៣នក់ពីសកលវ ិទយល័យហូេស

និង
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日本語ビジネス学科有志、日本人会盆
踊り大会に参加.
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ជំនញភសជប៉ុនេយងចំនួន១០នក់ ែដលបន

រូបភពពនយល់របស់សរសតចរយ យឺន

プノンペンの交通量ドークニーア・
コークニーア！

េឆលៀតេពលដ៏សបបយរក
ី រយចូលរួមសិកខសិល

សកមូតុ និងជំនួយករបកែរបវ ័យេកមង

េនះ។

គឺនិសសិតឆមំទី៤ថមី ែហម ពុទធរ៉

ដូចគននឹងឆនំមុនែដរ

សិសសែខមរ

ិ យល័យហូេសបន
សិសសសកលវទ
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និង

អំេណយ DVD ពីេលក តកហសុី

េទថត

Video ជមួយគន។ មនករសមភស ធុក
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ធុក

េយងបនទទួលអំេណយេសៀវេភ

មួយៃថងផងេហយក៏មនចំណងេជងអំពី ផសរេន

ិ ពីេលកមឺរ៉កមី
ទក់ទងសំណង់សុីវល

កមពុជជេដមគឺ ពិតជសបបយណស់។ េលក

ែដលេធវករេនអងគករ េសដឋកិចច

េនះមិនបនេទដល់ករកត់វេី ដអូេទ ប៉ុែនតចប់ពី

ធនធនមនុសសេនរបេទសអសុី

ឥលូវេទមនគំេរងថកត់វេី ដអូ េអយេហយ។
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អំេណយពីសហរគសជប៉ុនចំេពះដិប
តិម៉ង់ពណិជជកមមភសជប៉ុន

ករថតរូបជុំគនេរកយបញចប់វគគសិកខសិល និង
េរកយបញចប់ករថតរូបចំនួន៣ៃថង

………………………………………P2
មហសននិបទរបំរបៃពណីបូនអូដូរ ី

きました。就職のことを考えて
いたところ、樋口先生からこの
ビジネス学科で教えてみないか
と誘われました。これまで経験
がないので心配でしたが、がん
ばろうと決心しました。

េបះដូង!

最初は緊張しましたが、も
う3週間たちました。学生とも
仲良くなり楽しい毎日です。

ពីអក
ន រគូ គឹម េសៀត

こ れ か ら も 頑 張 り ま す。よ
ろしくお願いします。

បនេរៀនអស់៤ឆនំេហយេន

ឆនទ
ំ ី១ថមីជមួយរគូថីម
គឹម េសៀត

បនទប់ពីឆនំេនះេទ

សមគមជប៉ុនរបចំរបេទសកមពុជ

អនករគូ គឹម េសៀត នឹងកលយេទជរគូដិបតិម៉ង់ភស
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ជប៉ុនសំរប់ពណិជជកមមេយងេហយ។ អនករគូមនក់េនះ

េរឿងដូចគននិងខុសគនៃនចរចរណ៍េនទី

គឹជរគូថីមែដលេទបែតបញចប់ពីែផនក ភសជប៉ុនសំរប់

រកុងភនំេពញ
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ពណិជជកមមេនទីេនះ។ សូមជួយែណនំផង!

ខញំុេឈមះគឹមេសៀត។ រហូតដល់េពលេនះ

ខញំុ

ដិបតិម៉ង់ភសជប៉ុន។

ខញំុសិថតេនកនុងេពលកំពុងែតគិតអំពី

ករែសវងរកករ

ងរ។ ខញំុរតូវបនបបួលពី េលករគូ ហុីហឺគឈី េអយ
មកសកលបងបេរងៀនេន

ដិបតិម៉ង់ភសជប៉ុន។

ចប់ពីេនះេទេដយសរ

អត់បទពិេសធន៍រពួយ

បរមភេហយ ប៉ុែនតបនសេរមចចិតតនឹងខិតខំរបឹងែរបង

ឆនំថីមេនះផងែដរសិសសថមីៃនដិបតិម៉ង់ភសជប៉ុ
ន សំរប់ពណិជជកមម៩នក់បនចូលរួម។ ភពពិបក
វេកតមនែមនប៉ុែនតមិនរពួយបរមភេឡយ។ េតះរបឹង
ែរបងទំងអស់គន

េលសពីេនះេទេទៀត

េដយបេញចញសមថតភពអស់ពី

។

ចប់េផតមដំបូងខញុំមនអរមមណ៏ភ័យ

៣ែខកនលងផុតេទេហយ។

រក
ី រយនឹងកលយជមិតតសិនទស
ធ នល
ែដរ។ សូមជួយែណនំផង!

ប៉ុែនតេនះគឺ

េហយសិសសក៏សបបយ
ជេរៀងរល់ៃថង

រូបអនករគូ គឹម េសៀត េនខងមុខេគ និង
និសសិតឆនំទី១ថមីេនកនុងបនទប់សិកស
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អំេណយវ ិភគទនពីេលកតកហសុី និងជប៉ុនសហរគសជប៉ុន
「高橋氏より
の寄贈さ
高橋氏よりDVDの
より
寄贈さ
れる
អំេណយ DVD ពីេលក
តកហសុី

េលកេនះផងែដរពួកេយង ក៏បនទទួល D V D និង
េសៀវេភឧបករណ៏េធវនំេខក

និងេសៀវេភរេបៀបេធវនំេខកពី

េលក តកហសុី េទៀតេហយ។ ពិតជអរគុណេលកខលំង
ណស់។

今回もまた、いつもの高橋さん
からDVD とクッキーの作り方の本
とクッキーの型をいただきました。
いつも本当にありがとうございま
す
。

アジア経済人材協力連盟
アジア経済人材協力連盟の
経済人材協力連盟の
村上氏より
村上氏より土木関係書籍
より土木関係書籍の
土木関係書籍の
寄贈
េយងបនទទួលអំេណយ
េសៀវេភទក់ទងសំណង់សុី

អំេណយឧបករ ំណ៏ និងេសៀវេភេធវនំេខក

村上さんよりCMU土木学科に日
本の土木工学に関する書籍等をた
くさんいただきました。CMUの学
生に役立ててもらえるとありがた
いです。村上さん、ありがとうご
ざいました。

ិ ៃនសកលវទ
ិ យល័យេមគងគកមពុ
ជំនញសំណង់សុីវល
ជ(C M U )េយងបនទទួលេសៀវេភជេរចនែដលទក់ទងនឹង
ិ ៃនរបេទសជប៉ុនពីេលកមឺរ៉កមី។ CMU េយង
សំណង់សុីវល
សងឃឹមថសិសស CMU នឹងេរបេសៀវេភែដលមនសរៈសំខន់
េនះ។ សូមអរគុណណស់ េលកមឺរ៉កមី។

វ ិលពីេលកមឺរ៉កមីែដលេធវ
ករេនអងគករ េសដឋកិចច ធន
ធនមនុសសេនរបេទសអសុ។
ី
本企業から
本企業から日本語
から日本語ビジネス
日本語ビジネス
学科に
学科に寄付
អំេណយពីសហរគសជប៉ុនចំ
េពះដិបតិម៉ង់ពណិជជកមមភ

今回は、下記の皆様からご
支援をいただき感謝しております
。ありがとうございました。
㈱北海道フードサービス様
(有)徳尾商事様
㈱浩義様

សជប៉ុន

㈱クラストファーイストイン
ク様
ＭＩＣＥ Cambodia
Group Co,Ltd

日本の企業から日本語ビジネス
学科へご寄付をいただきました。

ិ គទនពី
ទទួលវភ

សលជំនញភសជប៉ុនពណិជជកមមភសជប៉ុនបន
សហរគសជប៉ុន។

អងគករែដលមិនរករបក់ចំេនញ

សពវៃថងមនជំនួយពី

េនរបេទសជប៉ុនក៏មនករ

昨今は、日本のＮＰＯなどの
支援も減り、カンボジアへの日本企
業の進出も増加している割には芳し
くなく、日本語を勉強するカンボジ
ア人も減っているようです。

ទំនងជកំពុងធលក់ចុះេទវ ិញ។ ដំេណរករៃនមុខជំនញក៏មិន

必ずしも、当学科の運営も思う

ែមនសុទធែតរលួនេទមុខែដរ។ េលកេនះ សូមែថលងអំណរគុណ

ようにはなっておりません。

ថយចុះ េហយករហូរចូលៃនេរងចរកជប៉ុនមករបេទសកមពុជ
កន់ែតេរចនេឡង

ប៉ុែនតជនជតិកមពុជែដលេរៀនភសជប៉ុន

ដល់ េភញៀវខងេរកែដលបនជួយគំរទ។ សូមអរគុណេរចន។

<រកុមហ៊ុនហុកៃកដូហវដុសបីសឺ
និងហិរយ
ុ ុសុី។

រកុមហ៊ុនមហូបអហរតុគឺកអូ

រកុមហ៊ុនគឺរ៉សឺតុហវសតិច

រកុមហ៊ុនMICE េនកមពុជ>។

េហយនិង
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មហសននិបទរបំរបៃពណីបូនអូដូរ ីសមគមជប៉ុនរបចំរបេទសកមពុជ
日本語ビジネス
日本語ビジネス学科有志
ビジネス学科有志、
学科有志、
日本人会盆踊り
日本人会盆踊り大会に
大会に参加

េផតមេធវពិធីបូនអូដូរេី ឡង។

ែផនកជំនញពណិជជកមមភសជប៉ុនគឺ

និសសិតសម័រគចិតែត ផនកជំនញពណិ

យឺហគតក់េដយខលួនឯង

ជជកមមភសជប៉ុនបនចូលរួមមហសននិ

សិសសសម័រគចិតត

េសលៀកសំេលៀកបំពក់

េហយរំេនខងមុខេគេលសពីេនះ

េទេទៀតមនករបងហញនូវកររំេផសងៗ ែបបជប៉ុនយ៉ ងសអត

បទរំបូនអូដូរ ីសមគមជប៉ុនេនកមពុជ
10月23日、日本人会による盆踊り
大会が開催されました。当日、日本
語ビジネス学科有志は、自前の浴衣
を着込み、踊りの先導役として、ま
た粋な日本の踊りをいろいろと披露
しました。中でも、ソーランパラパ
ラは、すそを上げ、粋でおしゃれな
デザインの浴衣で、大フィーバー。
キュートな姿にプノンペン子も魅了

េនៃថងេនះែដរ

។ ជពិេសសបទសូរ៉ន់េដយសរកររចន ៃនសំេលៀកបំពក់

កររំនំមុខេភញៀវរបស់រកុមនិសសិតសម័រគចិតែត ផនកជំនញ

យ៉ ងសអតេធវេអយេគេពញចិតត។

េកមងៗេនទីរកុងភនំេពញ

ែដលបនេសលៀកសំេលៀកបំពក់េនះ

េមលេទសអតគួរេអយ

ចប់អរមមណ៏។

ភសជប៉ុនេនសកលវ ិទយល័យេមគងគកមពុជ

េយងតមករសននិបទរបំរបៃពណីបូនអូដូរស
ី មគ
មជប៉ុនរបចំរបេទសកមពុជ េនៃថងទី២៣ ែខ១០រតូវបនេគ

された。
សំេលៀកបំពក់យឺកតក់េនះគឺជ

＜自前の
自前の浴衣＞
浴衣＞

បេងកតេនភនំេពញ េហយក៏យកមកេសលៀករំេនកនុង ពិធីបូនអូដូរ ី

ករពក់យឺកតក់េដយខលួនឯង

េលកេនះ។ របកដ៏ណស់ទំង

សច់ រកណត់ ទំងករេដរ

គឺរចនេឡងេនភនំេពញេមលេទសអតណស់។

この浴衣は、今回の盆踊りにあわせ
、プノンペンで作ったもの。もちろ
ん生地も縫製もプノンペン。かっこ
いいでしょう。

＜コロッケ・カレーうどん
は、いかが？＞
いかが？＞

របស់ែដលបន

រូបនិសសិតរសីឆនំទី៤ថមី និង និសសិតរបុសឆនំទី១ថមី
សម័រគចិតរ
ត េំ នបុណយ អូដូរ ី

កូរេុ ក មីករ ី រតូវករេទ?
この盆踊り大会に有志が、コ
ロッケとカレーうどんの出店に挑戦
しました。2週間も前から練習に練
習を重ね、これならいけると、意気
込んで当日を迎えました。
予想どうりに、コロッケは大人気
。飛ぶように売れてしまいました。
ところが、カレーうどんはだめ！な
ぜ、なぜ？
私たちには慣れているカレー味だ
だけどプノンペン子には通じなかっ
たようです。う～ん、おいしいのに
なあ～。けどプノンペン子には通じ
なかったようです。う～ん、おいし
いのになあ～。

ពីធីសននិសិទធបូនអូដូរេី នះ

រកុមនិសសិត

សមរគចិតតបន

ពយយមេបកហង មីករ ី និងកូរេុ ក។េដយសរែត ពីធីសននិសិទធ
បូនអូដូរេី នះរកុម និសសិត សមរគចិតតបន ពយយមេបកហង មី
ករន
ី ិងកុរក
ុ ិ។េដយ សរែតបនអនុវតត

មីករ ី និង កូរេុ ក

ដល់េទ២សបតហ៍មុន

របសិនេបករអនុវតតន៍ហឹនង អចេធវេទ បន េនះនឹងទទួលនូវ
ករសបបយរក
ី រយ។ចំេពះករសមនទុកមុនេនះ កូរេុ ក គឺមន
ិ
របជរបិយភពណស់លក់ អស់ យ៉ ងឆប់រហ័ស។ ផទុយេទវញ
មីករ ី គឺមិនសូវដច់េទ េហតុអីវេទ?េហតុអីវេទ?

ពួកេយងសុំ

នឹងរស់ជតិមីករ ី ប៉ុែនតេកមងៗេនភនំេពញមិនទន់សុំនឹងរស់ជតិ
េនះេនេឡយ ហុឺ!! េទះបីជឆងញ់ក៏េដយ!

រូបភពកញញ ែហម ពុទធរ៉ លក់នំេនៃថងបុណយអូដូរ ី

＜今後の予定＞
1２月

１０ 日

人権の日

米沢ロータリークラブの訪問

12月12日

2月中旬 奈良産業大学訪問

ិ គ
កលវភ

TeAm DiGiTTeAm
DiGiT
Primary Business Address
Your Address Line 2
Your Address Line 3
Your Address Line 4#9B,

ៃថងទី១០ ែខ ធនូ

ទិវសិទិធមនុសសអនតរជតិ

ៃថងទី១២ ែខធនូ

The Rotary club Rotarian

ពក់កណ
ត លែខ២

ិ យល័យណរ៉ ក់សំងយ៉ូ
ករទសសនៈកិចចរបស់សកលវទ

http:www.mekong.
edu.kh

プノンペンの
プノンペンの交通量ドークニーア・コークニーア！
ドークニーア・コークニーア！
េរឿងដូចគននិងខុសគនៃនចរណ៍រចរណ៍េនទីរកុងភនំេពញ
プノンペン市内の交通量が1ヶ月前
より非常に増えていると感じる。水
祭りの休みの前の混雑かなと思って
いたが、以降も代わりがない。大学
の前の通りを横断するのも一苦労、
まったく車やバイクの切れ目が無
い。「道路を歩くのも命がけ」も冗
談でなくなりそう。
今週は、出かけることも多かった
が、1日一度は、バイクや車の接触事
故に行き会った。事故は確実に増え
ていると肌で感じる。
これまで私が見た事故で共通して
いるのが、当事者どちらが悪いのか
わからないが、倒れている人やバイ
クを置き去りにして、逃げ去ってし
まう。わたしも一度バイクに当てら
れ た が、そ の と き も、バ イ ク は 一
瞬、倒れた私を見て走り去っていっ
た。初めて見たときは驚いたが、今
はそんなものかと鈍感になってい
る。
しかし、日本でも事故は多いが、
事故を起こして逃げ去るようなこと
ができる人は、たくさんはいない。

逃げ去ることには、かなりの重罪
感を感じるし、社会的にも責任を追
及される。
プノンペンもこれからますます交
通量も増えるだろう。道路の整備と
ともにモラルの向上も緊急の課題
だ。

ែដល រត់េគចេពលេរគះថនក់ចរចរណ៍េកតេឡង ភគេរចនគឺ
មិនសូវមនេទ។
េរឿងែដលរត់េគចគឺរតូវទទួលេទសធងន់ េហយេបរតូវេគ
ចប់បននឹងរតូវទទួលេទសចំេពះមុខចបប់។
ចប់ពីេពលេនះេទក៏របែហលជ

េឡង។បញ
ហ េនះអច េដះរសយបន យ៉ ងេលឿនរបសិនេប
មនុសសមនករេយគយល់គន

ខញំុមនករយល់េឃញថ ចំនួនចរចរណ៍េនទីរកុងភនំេពញ េន តមដងវ ិថីឲបនរតឹមរតូវ។
កំពុងេកនេឡងជង១ែខមុន។

ខញំុបនគិតថ

មិនមនករសទះ

ចរចរណ៍ជេដម េនមុនៃថងឈប់សំរកពិធីបុណយអុំទូក ប៉ុែនត
េរកយ មកមិនមនអវីផលស់បូតរ ដូចជករគិតេទ។ េទះបីជខញំុ
ចង់ឆលងកត់ផូវេន
ល

ិ យល័យក៏េដយ
ខងមុខសកលវទ

គឺឆលង

កត់មនក់ឯងយ៉ ងលំបក េដយសរែតមនឡន និង ម៉ូតូជ
េដមេទមកមិនដច់េសះ។

ិ ែដលេដរតមដងវថ
ិ ី>
<អយុជីវត

ក៏ទំនងជមិននិយយេលងេទ។
អទិតយេនះ មនេរឿងែដលរតូវេចញេទេរកេរចន ប៉ុែនត
មនមួយេលកេនៃថងមួយេនះបនជួបរបទះ នូវេរគះថនក់រវង
ឡននិងម៉ូតូជេដម។

េរគះថនក់គឺខុំញយល់ថកំពុងែត

េកន

េឡងយ៉ ងពិតរបកដ។ េរគះថនក់ចរចរណ៍ែដលខញុំបនេឃញ
នឹងមកដល់រតឹមេពលេនះកំពុងែតរួមគនេដះរសយ។
ប៉ុែនតមនុសសមួយណែដលបងកេហតុគឺ
េឡយេទ។

មិនទន់ដឹងេន

ែតមនុសសែដលបនដួលគឺទុកម៉ូតូេចលេហយរត់

េគចបត់េទ។ខញុំក៏បនរតូវេគបុកមដងែដរ ែតេពលេនះមចស់ម៉ូតូ
មួយពរពិចែភនករគន់ែតេឃញខញុំដួលក៏រត់បត់េទ។
របេទសជប៉ុនក៏មនេរគះថនក់ចរចរណ៍េរចនែដរ

ប៉ុែនតេន
ែតមនុសស

េនភនំេពញ

មនអរតេរគះថនក់េកន

និងមនករេរៀបចំរចនសមព័នធ

