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カンボジアフェスティバル in 代々木公園

シーセフ ニュースレター
日本でカンボジアを味わえる「カンボジアフェスティバル」が今年も、5 月
3 日・4 日に代々木公園で行われました。カンボジアのことをもっと日本の
みなさんに知っていただくことを主旨として、カンボジアの伝統舞踊や芝居
などが見られるステージや、カンボジア料理やお土産が買える出店ブースな
どが多くあり、今年も多くの人で賑わっていました。

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）
今回、「アンコール/プノンペンビール」様のブースでは、キリンビバレッジバ
中
リューベンダー株式会社様のご協力もと、シーセフへの寄付に繋がる飲料の販
売をしてくださいました。特定の商品の売り上げの一部が、今後カンボジアの
高度人材育成の活動資金となります。ありがとうございました。
シーセフでは「同じ飲料なら、支援につながる飲料を」をコンセプトに、自動
販売機ベンダー様各社のご協力で寄付機能付き自動販売機を設置させていただ
いております。会社や学校、施設の前に設置していただくことで、毎日の飲料
の購入が寄付に繋がります。複数の飲料メーカーから選択ただけます。詳しく
は、事務局までお問い合わせください。
日本の学校には、当たり前に理科の教室があり、実験道具が揃っています。しかし、カンボジア
の教員養成校や、各学校には、理科室も実験道具も揃っていない学校が多くあります。その中で、
「国境なき教師団」の教育アドバイザーの先生方は、工夫を凝らし、現地にあるもので実験道具
を作っています。シーセフのスタッフも先生方の教材開発には、驚かされることが多くあります。
今回は、コンポントム州の教育アドバイザーの鈴木先生が作製したものをご紹介します！

国境なき教師団

vol.1

洗濯ばさみに、金具をつけ、電流が流れる
ようになっています。電気回路の授業など
で使うものです。色んな実験で大活躍で
す。

https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/
スタッフ紹介

カンボジアオフィス スタッフ

プロム・スレイロアット

シーセフ

パソコンやスマートフォンからも、シーセフからのニュースや現地の情報をリアルタイムでお知
らせしております。また、gooddo では、毎日クリックでできるご支援もお願いしております。
http://www.ciesf.org/
https://www.facebook.com/ciesf/
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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。

2016 年度の報告書が完成しました！

2016 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。

シーセフを支えてくださる皆さまのおかげで、2016 年度も無事に
終えることができ、活動報告書を作成することができました。サポ
ーターやご協力くださった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。お時間のある時に、目を通していただけま
すと幸いです。
2016 年度活動報告書は、今までの報告書とは大きく変更し、ペー
ジ数も増え、パワーアップしています。昨年から開校した「シーセ
フ･リーダーズ･アカデミー」の詳細や、現地の方々の声、ご支援者
様のメッセージも紹介しております。活動報告書をご希望の方は、
事務局までご連絡ください。
本年度も、シーセフをどうぞよろしくお願いいたします。

昼夜の時間の違いや、夏至・冬至の日中
時間の差を測定することができます。実
際に目で見ることができ、理解しやすく
なります。

昨年の 10 月にシーセフに入社したスレイロアットと申します。カンボジアオフィ
スの会計を担当しています。大学生の時に勉強した会計のやり方とは違うところ
もあり、この仕事を始めた時はミスが多くて大変だと思っていました。何回も諦
「国境なき教師団」応援団募集中
めそうな気持ちになりましたが、今はミスから勉強し、だんだん慣れてきました。
これからもカンボジアやシーセフの力になれるようにもっと頑張ります。

ぜひご覧ください！
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「自作！地球儀」
「自作！緯線リング＆昼夜ボード」

「自作！電池ホルダー」
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http://gooddo.jp/gd/group/ciesf/?from=fbn0
/https://twitter.com/CIESF_japan2

編集後記 カンボジアでは、5 月には地方選挙が行われました。街中に各党
の旗を持った集団が行進しています。日本では、議員たちの演説姿を良く見か
けますが、カンボジアでは道路を貸しきって、莫大な音楽をかけて踊りまくってい
ます(笑)若い人も多く参加していて、良いことなのか、悪いことなのか。無事に
終わることを願います。(SH）
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＊このニュースレターは株式会社オピカ様のご支援で印刷しました。

「国境なき教師団」
アドバイザーと教官ミーティングの様子

「シーセフ・リーダーズ・アカデミー」
ひらがなのお勉強をしている様子

「シーセフ・リーダーズ・アカデミー」
ご支援いただいたバス

「産業人材育成事業」ベトナム・職業訓練校
日本語授業の様子

教育アドバイザーの先生方、お疲れ様でした！
「国境なき教師団」の教育アドバイザーとして活動され、2016
年度に帰国されました 3 名の先生方をご紹介します。
カンボジアのスバイリエン州小学校教員養成校で理科をご担当
された齋藤悦子先生、同じくスバイリエン州小学校教員養成校で
算数を担当された須田麗子先生、プレイベン州小学校教員養成校
で算数を担当された濱本まゆみ先生です。
先生方は、カンボジアに合った教育指導を教員養成校の教官が実
施できるように指導し、教材・資料を作成するなど、現地の先生
方と協力しながら活動され、教育の質の向上のためにご尽力くだ
さいました。
今回、先生方に感謝の気持ち込めて篠原副理事長から感謝楯を贈呈させていただきました。贈呈式の中で
も、現地での活動の振り返りやカンボジアの教育の現状について、またシーセフの今後の在り方について
もアドバイスをいただき、帰国してもなお、カンボジアに思いを寄せる先生方の姿が見られました。また、
今後もシーセフの活動に協力したい、とのお声もいただきました。
齋藤先生、須田先生、濱本先生、本当にお疲れさまでした！
シーセフは、今後も先生方にアドバイスをいただきながら、引き続き発展途上国の教育支援のために精進
して参ります。
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スバイリエン大学の学生がインターンを行いました
日系企業のカンボジア進出が増えるなか、現地採用のスタッフとして活躍できる人材の需要が高まっていま
す。シーセフは、カンボジア、ベトナム、ミャンマーの 3 ヵ国で産業人材の育成を行っています。
カンボジアでは、CIESF Business Training Center(CBTC)を運営し、日
本語と日本文化、就職に役立つビジネスマナーを教えています。また、
2015 年 10 月からは王立スバイリエン大学と共同で同大学に 2 年制日本
語コースを設置し、地方でも日本語を学べる環境づくりの支援も行って
います。半年後には、開校してから初めてのコース終了を迎えます。今
回は、日本語コース終了とともに、大学を卒業する学生を対象に日系企
業でのインターンを実施しました。インターンをしていく中で、学生た
ちの顔つきも徐々に変わっていき、
「働くとはどういったことなのか」と
いうことを身をもって感じていました。また、インターン終了後の報告
会では、お世話になった企業で働きたいと話す学生も多くいました。
初めての試みでしたが、受入企業様が温かく迎え入れてくださったお陰で、学生たちは貴重な経験を積むこと
ができました。ご協力いただいた企業様に感謝申し上げます。

学生へインタビュー！

《質問内容》
①なぜ日本語を勉強しようと思いましたか？
②将来の夢は何ですか？
③このインターンを通して、どんなことを学びましたか？

①日本の会社で働くチャンスを得るためです。また、高校のとき、日本語に触れて、日本に興味を
持ちました。そして、なぜ日本は大きく発展したのかについて考えるようになり、日本を知るた
めに日本語を勉強しようと思いました。
②日本の会社で働きたいです。また、日本へ留学もしたいです。政府機関の仕事をしてみたいです。
③時間を守ること、目標を持つこと、責任を果たすことの大切さを学びました。また、目標を達成
するためには、チーム内で話し合い協力して問題を解決していくことが大切だということも学び
ました。インターンで学んだことを毎日の生活に生かしていこうと思います。

スポーツウェア
グローブ製造企業
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②日本の会社で働きたいです。日本へ留学もしたいです。将来、日本料理の店を開くのも私の夢で
す。そして、日本人の良いところを伝えたいと思います。
コイル・トランス製造企業

マニット

③頑張ることの大切さ、責任を果たすことの大切さを学びました。また、会社の人たちの気持ちを
一つにするためには、お互いのコミュニケーションが大切だということも学びました。

①日本語を使って仕事がしたかったからです。また、日本語を勉強することで時間やルールを守る
などのよい習慣を身につけることができるからです。そして、日本語を勉強しはじめると、さら
にもっと勉強したくなりました。

FAX：03-6418-2481

ご支援ありがとうございます(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。
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 （5/1～
5/31）。

５月
■法人サポーター(プラチナ)：プレジール株式会社/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/株式会社フォーバル・リアルストレート/株式会社フォーキャスト/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/株式会社ケイズグループ/株式会社ワコム/有限会社タクミ ■法人サポーター(シルバー)：大
塚実業株式会社/株式会社アイテック ■法人サポーター(ブロンズ)：株式会社ティグレ ■支援企画寄付：株式会社
M's-A/有限会社アップライジング/スマイルキューブ株式会社/リンベル株式会社/リネットジャパングループ株式会
社 ■スペシャルサポーター：酒井 誠 ■個人サポーター：山田 晃之/田村 英治/日田 春光/天谷 幸子 ■「国
境なき教師団」応援団：筧 八郎/筧 元江/横森 立子
※以上敬称略

CIESF サポーター募集！

途上国の未来を応援してください。

都度寄付と継続寄付をお選びいただくことができます。

継続寄付
●法人サポーター
●スペシャルサポーター
●個人サポーター

1 口 10 万円(寄付から 1 年間)
1 口 5 万円(寄付から 1 年間)
1 口 1 万円(寄付から 1 年間)

都度寄付
①以前日本の会社で働いていたとき、日本の習慣を知りました。そして、もっと知りたくなり、日
本語を勉強しようと思いました。また、日本語を一生懸命勉強して、スバイリエンに増えてき
た日本の会社で働き、家族を助けたいと思いました。

TEL：03-6418-2480

●1 ヵ月に 1 度

シーセフ 毎月

1000 円からご支援いただけます

寄付

銀行振り込みによるご寄付
■三菱東京 UFJ 銀行 青山支店【普通】 口座番号：0021714 口座名：公益財団法人 CIESF 理事長大久保秀夫
■ゆうちょ銀行 〇一九支店（019）
【当座】 口座番号：0263008
口座名：公益財団法人 CIESF
■楽天銀行 タンゴ支店【普通】 口座番号：7030322 口座名：公益財団法人 CIESF
クレジットカードによるご寄付
■シーセフのホームページ、トップページの「お知らせ」からお申込みいただけます。
■下記の URL からもご支援いただけます。
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/
※シーセフへのご寄付は、所得税・法人税の税制上の優遇措置があります。
※個人情報は、等団体での活動のためにのみ使用し、厳重に管理させていただいております。

②日本の会社で働きたいです。また、そのほかに、外国語を生かして国の仕事もやってみたいと思
っています。
スポーツ用手袋の製造企業

ワッタイ

③働くことの厳しさと集中力の大切さを学びました。特に、不良品を出さないためには高い集中力
が必要だと思いました。また、社長さんをはじめとするリーダーのみなさんと社員の人たちが一
つになって仕事をされている姿を見て、よい関係をつくるためのコミュニケーションの大切さも
学びました。

シーセフの支援活動は、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。

