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「国境なき教師団」のボランティア教師である教育アドバイザーと
して、カンボジアのプレイベン小学校教員養成校で 2 年間活動
をした高橋昭先生が任期を終え帰国いたしました。高橋先生は
算数のアドバイザーとして、複数の教官（カウンターパート）と一

ニュースレター リニューアル 第 2
中

緒に活動し、カンボジア人教師たちの算数の指導力向上に尽力
しました。
号6 OB
会ベトナム（ダナン）視察ツアー（要ご返信：1 月 12
月に大久保理事長より感謝をこめて盾をお贈りしました。

公益財団法人 CIESF（シーセフ）は、非営利で国際的な民間の支援団体です。基礎教育の質の向上を主な目的とし、その上
で高度人材育成も行い、カンボジアをはじめとした途上国の発展を支援します。

日）
2015 年度ありがとうございました、2016 年度よろしくお願いします。

CIESF ウェブサイトリニューアルへのご支援 ④

ご支援・ご協力、応援くださる皆さまのおかげをもちまして、公益財団法人 CIESF は 2015 年度を無事に終

【オープンしました！】
こんにちは。CIESF 事務局の増子です。ステージグループ様の多大なるご支援によりスタートした、CIESF ウェブサ
イトリニューアル。ついに、新しいウェブサイトが 4 月にオープンしました。ただいま新しい情報をせっせと掲載してお

え、2016 年度をスタートすることができました。2015 年度の活動をまとめた活動報告書をサポーターの方々
にお送りさせていただきましたが、届きましたでしょうか。お時間のあるときにご覧いただけますと幸いです。
2015 年度に行った事業のうち 4 事業（「国境なき教師
団」教師派遣事業・教育政策大学院大学設立運営事
業・起業家育成事業・産業人材育成事業）は今年度も

ります。オープンしてから 2 ヶ月になりますが、とても評判がよく、サイトを見ての問合せも増えてきたような気がしま
す。こんな素敵なウェブサイトを作っていただけて、本当に感謝しております。せっかく制作していただいたサイトで
すから、100％有効活用してまいりたいと思います。（事務局増子）

引き続き活動に尽力いたします。
さらに今年度はカンボジアにおいて新規事業にも取り
組んでまいります。事業の進捗報告については、

●ステージグループ： http://www.stagegroup.jp/

CIESF のホームページやこちらのニュースレターにて
順次お知らせいたします。本年度も、どうぞよろしくお願
いいたします。

CIESF では、法人・個人の寄付金について、便利な自動引き落としをはじめました。ご希望の方へお申込書をお送り
しますので、事務局までホームページのメールフォーム・E メール・お電話等でお問い合わせください。
2015 年度中に「金融機関口座自動引き落とし」で寄付をお申込みの皆さまの 2016 年度分サポーター寄付の引き落
としは、2016 年 7 月 27 日を予定しています（手続の関係で遅れる場合は個別にご連絡します）。

CIESF サポーター募集
「国境なき教師団」応援団募集中

●法人サポーター １口１０万円（寄付から１年間）
●スペシャルサポーター １口５万円（寄付から１年間）
●個人サポーター １口 1 万円（寄付から１年間）
三菱東京 UFJ 銀行 青山支店（店番 608）普通預金
口座番号 0021714
口座名 公益財団法人 CIESF 理事長大久保秀夫

CIESF の支援活動は寄付で成り立っています。皆
さまのあたたかいお気持ちをお待ちしております。

※ゆうちょ銀行、楽天銀行、クレジットカードでのご寄付について
は、CIESF ホームページをご覧ください。継続的なご寄付に便利
な金融機関引き落としもはじめました。

編集後記 梅雨入りし、紫陽花が見事に咲き誇っています。紫陽花は晴
れている日より、雨にしっとり濡れている方が元気よく見えます。犬の鼻とよ
く似ているなぁと思ってしまいました。この季節私が通勤で使う路線の某区
間の車窓にこんもり紫陽花畑。雨でも明るい気持ちになれますね。 （YM）
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2015 年度の活動報告書も、株式会社オピカ様
のご支援で印刷をさせていただきました。あり
がとうございました。

現場の声に勝る情報はなし！ ③
前々号から、最近届いた「教育アドバイザーの活動日誌」をあらためてニュースレターにも、抜粋を編集して掲
載させていただいています。カンボジアの教育現場の現状や支援活動のリアルな様子がタイムリーにわかるか
らです。ウェブではお伝えできないポイントも書かせていただきますので、すでに読んだことがある方も再度ご覧
いただけますと幸いです。今号は、中学校教員養成校で物理を担当している教師のリポートから。
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【教官も学生も飛躍できた理数科フェスティバル】
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URD 渋谷第 2 ビル４F TEL：03-6418-2480

FAX：03-6418-2481

かんたん！ ワンクリックで支援！

プノンペン中学校教員養成校（物理担当） 堀田謙一
パソコンやスマートフォンから、1 日 1 クリックするだけで CIESF の応援ができます。
私は、プノンペン中学校教員養成校物理担当アドバイザーとして、カウンターパートのカンボジア人の先生（以
下、CP）3 名と活動しています。5 月 7 日と 8 日にプノンペン市内にある展示場で、「STEM（Science，
Technology，Engineering，Mathematics）フェスティバル」という様々な学校が参加する発表会があり、カンボジ
ア人の先生方と一緒に参加しました。今まで学生たちと勉強してきた内容を、展示し、演示実験をして、観客か
らの質問に答える発表会です。私が赴任している学校は初参加です。物理教室として、次の 3 つの内容を展示
しました。
① 「力学的エネルギー保存の法則を確認する実験」
水平に持ち上げた振り子の糸を最下点で切断し、

ポイント！
CIEF のボランティア教師が教育アドバイザーとして赴任して
いることによって、教官や生徒が自信をもって、初参加のイ
ベントで発表することができました。カンボジア人の先生だ
けでは取り入れることは難しかった高度な実験も、教育アド
バイザーの指導によって体験することができています。

おもりが落下する地点を計算で求め、実測します。
② 「音の学習」
音階の成り立ちを知り、音速・周波数・波長から
笛をつくって音階と簡単な曲（アラピア）を演奏（水道管を計算した長さに切断し一方を塞いで吹く）。

③ 「ポケットコンピュータによる LED やモーターの制御」
発光ダイオードの点滅や模型のモーターをポケットコンピュータで制御します。
いずれも今までの授業で、学習したものですが、それぞれ 2～3 名の担当学生を決めて、準備に当たりました。
1 番目の実験はカリー先生が指導して、2 番目の実験はアン
先生が指導、3 番目は私が担当しました。学生は予想以上に
優秀で、実験の本質をとらえることはもちろん、観客を想定し
た私の質問にも答えられるようになりました。アン先生も音の
高さと笛の仕組みをより深く理解してくれ、「来年度、アドバイ
ザーの私（堀田）がいなくなっても、自分で作らせて指導する
ことができる」と言ってくれました。「でも、これだけの水道管を
買うのは費用がかかるね」と言うと、横から副校長が「費用は
学校で用意する」と言ってくれました。
発表会によって、学生も CP もより深く理解してくれ、学校側も今後の費用を捻出してくれるようになるなど、とても
いい雰囲気になりました。また準備期間の 1 週間、担当の学生を昼休みに集合させて毎日 30 分間勉強会をし
ましたが、それを見ていた他の学生の中に、『もう一度この授業をしてください』と申し出る者がいました。私は先
生の出張などで自習になる場合は、校長先生の許可を得て、教える約束をしました。発表会によって、学生も
CP も私もより深く学習ができ、人間関係も深められたとてもいい機会でした。当日朝、5 時半に中学校教員養成
校を出発、6 時前に会場に到着しましたが、すでに校長と副校長が待機してくれ、自分たちのテーブルに案内し
てくれました。また、ほとんどの先生が遅くなって到着し、早く帰る中、カリー先生は午後 5 時過ぎまで指導してく
れました。テーブルの片付けをして学生が会場を後にするまで見守ってくれました。学習内容はもとより学生を大
切に扱い、共に行動する『教師としての基本的な姿勢、教師の心』まで身に付けてくれたようで、私もうれしくなり
ました。校長、副校長、CP、学生それぞれがその立場で活躍し、忙しい一日でしたが、とても充実し、すがすがし
い気持ちになることができました。

ポイント！
プノンペン市中学校協教員養成校で活動している
教育アドバイザーは、現在、物理担当の堀田先生の
みですが、多大な影響を与えています。堀田先生の
活動は 3 年目を迎えています。

学校としてイベントに参加することで、校長をはじめ教師や
生徒たちにチームワークがうまれました。また、カンボジア
人教師に、生徒に対する責任感と、教師としての基本的な姿
勢などが芽生えています。

「gooddo（グッドゥー）」というサイトから「CIESF」を検索していただき、開いた画面の右下の「応援する」ボタ
ンを押してください。20～最高 1000 ポイントが加算され、ポイントに応じた寄付が CIESF に届けられます。
CIESF のホームページの下に gooddo のバナーが貼ってあります。CIESF の Facebook ページでもお知ら
せしていますので、ぜひご覧ください。1 日１クリック、よろしくお願いします。

ご支援ありがとうございます （3 月～5 月）
CIESF の活動は、多くのサポーターの方々に支えられています。法人サポーターの皆さま（プラチナ・ゴール
ド・シルバー・ブロンズサポーター他）・個人サポーターの皆さま（スペシャル・個人サポーター・「国境なき教
師団」応援団他）には、心より感謝申し上げます。3 月・4 月・5 月にご寄付を頂戴した方々を下記にご紹介
させていただきます（3/1～5/31）。
【3 月】
■法人サポーター（プラチナ）： 株式会社ソーシャルマーケティング研究所 ■法人サポーター（ゴールド）： 株式
会社ゆたか/株式会社リックプレイス ■法人サポーター（シルバー）： オリックス株式会社/ベルパック株式会社/株
式会社ミューチュアルトラスト/株式会社ミヤコケミカル/共立運送株式会社/株式会社 M's-A ■支援企画寄付：徳
永製菓株式会社/株式会社イプラ/有限会社アップライジング/株式会社オピカ/ソフトバンクモバイル株式会社/リ
ネットジャパングループ株式会社 ■法人寄付：福井キヤノン事務機株式会社/心屋オープンカウンセリング ■ス
ペシャルサポーター：松岡和久/河野孝 ■個人サポーター：鳴海禎造 ■「国境なき教師団」応援団：伊藤亮三/
古家正明/近藤岳史 ■個人寄付：折田大器
【4 月】
■法人サポーター（プラチナ）：株式会社フォーバル・リアルストレート/株式会社カンパニーズ/株式会社ストーン・フ
ィールド ■法人サポーター（ゴールド）：株式会社ケイズグループ/株式会社山陽パーツ/徳永製菓株式会社/興亜
商事株式会社/株式会社アミノ/株式会社キャディッシュ/港製器工業株式会社/有限会社エイジ ■法人サポータ
ー（ブロンズ）：株式会社 GLOBAL FLAT/福井キヤノン事務機株式会社/株式会社フォーエム/主治医のような社会
保険労務士法人オフィスオカモト ■支援企画寄付：株式会社イプラ/有限会社アップライジング/スマイルキューブ
株式会社/ソフトバンクモバイル株式会社/リネットジャパングループ株式会社/株式会社 FIS ソリューションズ ■ス
ペシャルサポーター：河野孝 ■個人サポーター：日田春光/山田晃之/田村英治 ■「国境なき教師団」応援団：
越智紀美子/江尻秋男
【5 月】
■法人サポーター（プラチナ）：株式会社エール/株式会社ジャパン・ファームプロダクツ/社会保険労務士法人名南
経営/株式会社 NSE エデュケーション/株式会社クリエーティブソリューションズ/株式会社フォーキャスト/株式会社
プロセス・マネジメント/株式会社フォーバルテクノロジー/株式会社フォーバルテレコム ■法人サポーター（ゴール
ド）：扇町運送株式会社/千代興業有限会社/社会保険労務士法人マッチアップ/有限会社ミウラオートサービス ■
法人サポーター（シルバー）：株式会社トランスマリーン/株式会社 nadeshico/株式会社 A-cross/株式会社 SBS/株
式会社アイテック ■法人サポーター（ブロンズ）： 株式会社アリックス/株式会社コーウェル ■支援企画寄付：
株式会社イプラ/有限会社アップライジング/スマイルキューブ株式会社/ソフトバンクモバイル株式会社/リネットジャ
パングループ株式会社/株式会社西澤ロイ事務所 ■スペシャルサポーター：加藤悦男/岩本信一/河野孝 ■個
人サポーター：柳橋康一/鈴木育夫/奥井潤/鳴海禎造
※以上敬称略

