To all my supporters from Japan,
Hearty Greetings,
My first semester is already over and I am now in the midway
through the next one or Second Semester. My journey to this Medical
College so far has been beautiful which would not have been possible
without your support. Being a First Year student, we have to study
all the general subjects and they are Anatomy, Physiology,
Biochemistry, Pharmacology, Pathology and Microbiology. I find the
subject Pharmacology is a bit difficult than the other subjects.
Besides studying in the class on the subjects, the college arrange
some weeks for special study so that the students need to do
individual diagnosis and write papers and prepare for examination.
Similarly, this week is “Problem Based Learning” week. We are given
a case and we should make a diagnosis and learn all about the topic.
At the end of the week we have to take an exam on that. Our topic
this week is Myocardial infarction. All the weeks are very busy but
yet at the same time I am enjoying the self directed learning
technique. So far I have been doing pretty good in my studies and I
am very hopeful that I will better in the days to come.
I know that you the team have helped me very very much for
organising the support which drove to join the college otherwise I am
quite sure I won’t be in this state right now. With all your support I
was able to concentrate freely in my study. Now the college has asked
the students to submit the second instalment of the tuition fees and
the students have no option. I got worried and asked PIN Nepal for
further support as before. For me there is no other option and so
would request from my heart to you all for supporting me one more
time. If I cannot pay the second instalment on time there will be some
fine only but if not paid until the examination, they will not give me
my result and will not know the percentage. I humbly request you to
support one more time. I will be very much obliged to you all.
July 14, 2016
First Year Medical Student
Megha Patrabansa

日本からのすべての私のサポーターにご挨拶
私の最初の学期はもう終わり、第二学期の途中です。この医科大学への私の旅は
皆さまのご支援なしには不可能でした。初年度の学生なので、我々はすべての一般
的な科目を勉強しなければなりません。それらは、解剖学、生理学、生化学、薬理
学、病理学および微生物学です。私は 薬理学が他の科目よりも少し難しいです。
学生は個々の診断を行い、論文を書いて、検査のために準備する必要がります。ク
ラスで勉強に加えて、大学は特別な研究のための課題を与えます。今週は「問題ベ
ースの学習」週間です。私たちはケースについて診断を行い、トピックについての
すべてを学ぶ必要があります。週の終わりに、私たちはその上で試験を受けなけれ
ばなりません。私たちの今週の課題は心筋梗塞です。毎週、非常に忙しいですが、
私は、自己有効学習手法を楽しんでいます。これまでのところ、私はかなり頑張っ
て勉強していますので良い結果が出るだろうと非常に期待しています。
私は皆さまが支援してくださらなかったら 私は今、大学で医者を目指して勉強
することは不可能でした。非常に多くの方が私を助けてくださったことを知ってい
ます。皆様のサポートのお蔭で、私は勉学に専念することができました。
今、大学は授業料の第 2 期の納入をするよう学生に求めています。私は授業料が
支払えるかどうかが心配です。以前のようにさらなる支援をいただけるよう PIN ネ
パールにお願いしました。私には他のオプションはありません。
私を支援いただいた皆様に、もう一度、心からお願いします。私は決められた時
期までに支払わない場合には少しだけの支払時期の延長が認められますが、それま
でに支払うことができない場合には、退学を余儀なくされるかもしれません。
日本の皆様、どうかご支援をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。
2016 年 7 月 14 日
1 年生の医学生
Megha Patrabansa

