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ピアニカや絵本をありがとうございました！
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CIESF LEADERS ACADEMY（シーセフ リーダーズ アカデミー）では、
日本語や現地語の授業だけではなく、音楽や体育などの実技カリキュラ
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。

ムも行っています。しかし、カンボジアでは実技授業を取り入れている学校
は少なく、国内で教材を集めることが難しくなっています。
そこで、日本から多くの絵本や国語辞書、かるた、ピアニカなどをご

ニュースレター リニューアル 第 2 号 OB 会ベトナム（ダナン）視察ツアー（要ご返信：1 月 12 日）
カンボジアで初の日本教育の一貫校が開校しました！
中

寄付していただきました。ありがとうございます。子どもたちも、初めて
見る本やピアニカに興味津々です！ これから多くのことを学び、成

2016 年 9 月 28 日、カンボジアにおける教育支援事業の一環

長していく子どもたちの姿が楽しみです。

として、日本の教育を主体に行う初のインターナショナルスクー
ル「CIESF LEADERS ACADEMY（シーセフ リーダーズ ア

絵本等をご寄付くださった方々を下記にご紹介させていただきます。

カデミー）」を開校しました。

株式会社ＷＩＴＳ/根岸幸子/飯田敏美/きくちれいあ・ももは/石橋未央

2016 年度は、保育園からスタートし、今後毎年 1 学年ずつ設

※以上敬称略

立して運営していくため、保育園の開園式という形で行いまし
た。カンボジアの教育大臣をはじめ、教育関係者、日本からも

【スタッフを紹介します】日本事務局

宇野 遥(うの はるか)

CIESF 日本事務局の宇野遥と申します。CIESF の様々な活動を通して、
自分自身学びながら、正しい教育を受ける大切さをたくさんの方に理解し
ていただけるように、精一杯取り組んでいきたいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。

多くの支援者の方々にご参加いただき、盛大な開園式となりま
した。
8 月のプレオープンから本園に通ってきている園児たちは、
ステージの上で、日本語の園歌を元気に歌うことができ、そ

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。
「金融機関口座自動引き落とし」で寄付をお申込みご希望の方々は、事務所までお問い合わせください。

の一生懸命でかわいい様子に、ご列席くださったみなさまか
ら大きな拍手をいただきました。
入園した子どもたちは、保育園から中学まで、体育、音楽、
言語など様々なことを学んでいきます。

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 カンボジアでは CLA の 1 期生が誕生し、初々しい姿の写真
や動画を見て、うっとりしています。そして、私も今回、ニュースレター編集
1 年生となりました。まだまだ,未熟者ですが、子どもたちとともに成長して
いきます！今後ともよろしくお願い致します。(SH)
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これからも他の事業同様、ご支援・応援のほど、どうぞよろし
くお願いいたします。

●名称：CIESF LEADERS ACADEMY（シーセフ リーダーズ アカデミー）
●住所：#106 Street 160, Sangkat Teuk Laak Ⅱ, PhnomPenh,Cambodia
園舎は CIESF Business Training Center (CBTC)の校舎の一部を利用
●クラス：2 歳児 1 クラス（定員 20 名）、3 歳児 1 クラス（定員 20 名）

現場の声に勝る情報はなし！ ③

毎年 1 学年を追加し、中学 3 年まで設立。高校以上は日本へ留学を予定
●建学の目的：
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
・子供の時から「人の在り方」を基本とした日本の教育を行い、公益資本主義を途上国で根付かせること
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
・将来のカンボジアのリーダーとなる人材を育てること
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
●カリキュラム：
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。
日本の幼稚園・保育園の協力のもと日本の幼児教育のカリキュラムを取り入れ、日本語・現地語（一部英語も）、算
数、体育、音楽、しつけを教えることで、「智」「徳」「体」のそろった幼児を育成する
●授業料：無料（制服等は実費）
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第１回「国境なき教師団」教育アドバイザーの集いを行いました！
ご支援ありがとうございます （6 月～9 月）
「国境なき教師団」は 2009 年の 9 月からスタートし、2016 年 9 月
まで、のべ 26 名のベテラン教師を教育アドバイザーとしてカ

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

ンボジアの小中学校教員養成校に派遣しました。

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。6 月・7 月・8 月・9 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（6/1～9/30）。

現在は、プノンペン市小学校教員養成校、プレイベン州小学校教
員養成校、スバイリエン州小学校教員養成校にそれぞれ教師を派
遣しています。この 10 月から、コンポントム州小学校教員養成校へ
の派遣もスタートしました。

これまで教育アドバイザー経験者が集う機会はなかったので、今回第 1 回目となる本イベントを開催しました。
CIESF 創設まもなくスタートした、CIESF の基幹事業である「国境なき教師団」も 7 年目を迎え、これまで現地で尽力さ
れたベテラン教師たちのノウハウも蓄積されてきました。カンボジア教育省や州の教育局にも本事業が高く評価されて
おり、よりよい活動を行うためにも、経験者の体験を今後につなげたいと考えています。

今回の教育アドバイザーの集いでは、事前に回答していただいたアンケートより意見交換を行いました。その内容を
少しご紹介させていただきます。
●教育アドバイザー時代を思い出して
〈よかったこと〉
・昼休みを利用して、学生たちと一緒に赴任校で役立つ教材作りを
行い、学長・指導教官・学生たちに喜ばれたこと。
・授業や実験後、学生が納得し、理解が進んだと思われたとき。
・卒業生の授業を見せてもらい、卒業生の成長を見ることができた。
〈苦労したこと〉
・教材が何もなかったこと。用紙（A4 サイズ）1 枚すら余分がなく、学
生にとっては、年に数枚の白ボール紙、模造紙など教材の限られた授業であった。
・英語かクメール語が上手にできれば、もっと生活がスムーズにできた（通訳の方たちには大変助けられました）。

教育アドバイザー時代を思い出し、カンボジアの生活を懐かしむ声やお互いの学校の様子など現地の活動報告の
交換をしました。帰国して何年も経つ教師や今回一時帰国で参加した教師、活動地区もそれぞれ違いますが、皆さん

【6 月】
■法人サポーター(プラチナ)：株式会社フォーバル ■法人サポーター(シルバー)：株式会社サンボレ/有限会社アッ
プライジング/株式会社セイファート/大和自動車整備株式会社/株式会社 M's-A/株式会社西日本キャロット/サナ
ダ精工株式会社/株式会社フロム・インパクト/大塚実業株式会社/メイク広告株式会社/株式会社カクノ■支援企
画寄付：スマイルキューブ株式会社/株式会社イプラ ■スペシャルサポーター：河野 孝/本多 均/鳴海 禎造 ■
個人サポーター：市原 拓央
【7 月】
■法人サポーター(プラチナ)：株式会社アックスヤマザキ/株式会社日本防犯システム ■法人サポーター(ゴール
ド)：株式会社マックスエクスプレス/株式会社グランデ/今井産業株式会社/タヒボ e 株式会社/錦町農産加工株式
会社/株式会社奴ダイニング ■法人サポーター(シルバー)：有限会社印刷館こいけ/AUMI 株式会社/株式会社ケ
イズハウス/株式会社飛騨プロパティマネジメント/有限会社アドバンスカンパニー/株式会社にいがた三昧/有限会
社アップライジング/株式会社 LIFE/株式会社良選企画 ■支援企画寄付：スマイルキューブ株式会社/株式会社
FIS ソリューションズ/リネットジャパングループ株式会社/ソフトバンクモバイル株式会社 ■スペシャルサポーター：
河野 孝 ■個人サポーター：藤本 典志
【8 月】
■法人サポーター(プラチナ)：株式会社クレディセゾン/株式会社リンクアップ ■法人サポーター(ゴールド)：サムライ
ヌードル株式会社/株式会社 FINE TRADING JAPAN/株式会社アミノ/株式会社ウィルワン/株式会社おたより/株
式会社ケイズグループ/株式会社フリーセル/株式会社マックスエクスプレス/株式会社リックプレイス/株式会社幸
せの種/株式会社中部シイアイシイ研究所/株式会社不二興産/港製器工業株式会社/千代興業有限会社/徳永
製菓株式会社/有限会社エイジ/有限会社タクミ/株式会社キュリオステーション/株式会社ヴィーテック/有限会社
起福/株式会社新紙浅 ■法人サポーター(シルバー)：株式会社 nokoso/株式会社カクノ/株式会社ミヤコケミカル/
株式会社弘陽電設/株式会社 GEN NAKAMURA/株式会社 KTAJ/エーエフ株式会社/株式会社大平ホテル ■
法人サポーター(ブロンズ)：原＆アカウンティングパートナーズ(原税務会計事務所)/株式会社エム・テック■法人寄
付：有限会社サンチャイルド・コーポレーション/株式会社フォーバル ■支援企画寄付：スマイルキューブ株式会社/
リネットジャパングループ株式会社/ソフトバンクモバイル株式会社■スペシャルサポーター：河野 孝 ■個人サポー
ター：遠藤 惇 ■「国境なき応援団」応援団：中山 邦明/藤井 泰一

の基礎教育向上への熱意は、現在も同じです。貴重な話を聞いているうちに 2 時間という時間があっという間に過ぎて
いきました。

「国境なき教師団」がなぜ若手ではなくベテラン教師を派遣しているのか？
その原点をあらためて確認することができるイベントでもありました。
カンボジアの基礎教育向上のための教育現場とじっくり向き合うには、日本での
30 年 40 年といった教師経験がとても重要なツールとなります。ご参加くださっ
元教育アドバイザーの皆さま、CIESF の理事の方々ありがとうございました。今
後もこのイベントを定期的に開催していきたいと思います。

【9 月】
■法人サポーター(プラチナ)：ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社/株式会社あなたの幸せが私の幸せ ■法
人サポーター(ゴールド)：株式会社オピカ/有限会社プロテクト/リタワークス株式会社/株式会社晴天/株式会社イー
トジョイ・フードサービス/有限会社起福/有限会社エイジ ■法人サポーター(シルバー)：株式会社 Kurokawa/株式
会社西澤ロイ事務所/有限会社イマトクメディック/株式会社 Willing hands/■支援企画寄付：スマイルキューブ株
式会社/リネットジャパングループ株式会社/ソフトバンクモバイル株式会社/有限会社アップライジング■スペシャル
サポーター：平田 元治 ■「国境なき応援団」応援団：横森 立子
※以上敬称略

