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シーセフについて
シーセフのはじまり
シーセフの創設者大久保秀夫が、カンボジアの地雷除去を長年し
ていた友人から今後のカンボジアの支援を要請されたことが、シーセ
フのはじまりのきっかけです。
カンボジアの現状を調べていくにつれ、大久保はカンボジアを支援す
るためには教育が大事だと感じました。 すべてのはじまりは教育で
あり、人の育成こそがこの国を救うことになる、と大久保は確信した
のです。
世界の中でも有数の ODA 享受国であるカンボジアでは、学校を
はじめとする建物や施設が多く建てられてきました。 しかし、その建

教育をすべてのはじまりに
未来のリーダーはきみたちだ

物や施設で行われている教育は基礎部分が抜け落ち、基礎のな
いまま闇雲に教科書を丸暗記するようなものでした。
― 先生がいないこともある。
― 先生の多くは副業のため、授業を休んでしまうことが多い。
― 先生もコンパスや分度器を使えない、理科の実験ができない。
カンボジアの学校の多くは、こうした現状を抱えたまま存在していま
す。

ごあいさつ
公益財団法人 CIESF 理事長

大久保秀夫

株式会社フォーバル
代表取締役会長

2020 年に始まった新型コロナウイルス感染症の

「今さえよければいい」 「自分の家、会社、国さ

修と e-learning を組み合わせることによって研

えよければいい」 という利己的な考え方では、世

「シーセフが必要のない世界」 が理想の未来です。 その中で我々

修の効果を高められるような仕組みをつくり、

界の危機を乗り越えることは困難です。 だからこ

が目指す世界というのは 「地球益という全人類共通の財産」 をみ

新しいカタチでの研修の早期実現に向けて取り

そ、当財団が掲げる理念 「真の愛情と情熱をもっ

んなが考えられる世界です。 シーセフが育成した学校の教師、生徒、

組んでいます。

た世界レベルの教育者の育成」 と 「利他の心

行政官、経営者の卵も 「自分だけ、今だけがよければよい」 という

と国際的な視野をもった高度人材の育成」 とい

考えではなくて、地球益という考え方に則して、子どもに教える、ある

拡大で、 当財団の支援の在り方も大きく変わり

は 10 か月という長い休校期間中、 オンライン

う教育支援が不可欠と考えています。 地球全

いは、先生、行政官に教えるようになってもらいたいと考えています。

つつあります。

授業とビデオ配信を進めました。 学校再開後

体の利益を考え行動できる人材が育てば、持

今、世界は 「自分だけがよければよい、今だけがよければよい」 と

は iPad を活用して個々でも学習を進められる

続可能な社会はつくれる、と確信しています。

いう考え方があまりに多く、さまざまな問題が起きていると思います。

日本人アドバイザーが緊急帰国せざるを得ません

ように取り組んでいます。 with コロナの中で、

今年度は財政的にも厳しい中、クラウドファンディ

例えば、地球環境を考えたときに、 空や海に国境はありません。

でした。 今は現地での活動ができないため、 現

学校現場が柔軟な考えを持ち、カタチを変化さ

ングをはじめ、多くの方々にご支援、 ご協力いた

みんなで地球という利益を考え、どう歩むべきか、政治も経済も教

地教員のための相談窓口を設置し、 その場にい

せて子どもたちの学びをより豊かにしていくことが

だき、危機を乗り越えることができました。 本当

育もみんなで世の中を良くしていくために考えていく事ができると思っ

なくてもアドバイスができるような体制を整えつつあ

求められています。

に感謝申し上げます。 教育支援の在り方を大

ています。 子どもたちも、地球益を考えることを真剣に取り組んでい

ります。

各国リーダーのリーダーシップ力、そして私たちひ

切に、そしてやり方は状況の変化に対応しなが

くべきです。

とりひとりの行動や意識が問われた新型コロナウ

ら、引き続き邁進していく所存でございます。 今

IT 人材育成」 では定期講習のための講師を

イルス感染症を通して、「教育」 の大切さを改

後とも変わらぬ応援の程どうぞよろしくお願い申し

派遣できませんでしたが、 e-learnig に舵を切
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めて感じています。

上げます。

教師を育てる事業では、 2020 年 4 月に

JICA 草の根支援技術協力事業 「カンボジア

も変化してきました。
現在、教師が足りていない地域はありますが、カンボジアの教育大
臣もその点は気にかけており、教師のいない学校はすぐに解消しよ
うと取り組んでいます。 昨今では、教師になる制度も変わりつつあ
ります。 これまでは、中学 ・ 高校を卒業し、2 年間教員養成校で
勉強すれば教師になれましたが、今後は 4 年制の大学を卒業し
ないと教師になれないという制度に変わりつつあります。 カンボジア
の教育省も教師の質の向上に関心を持つようになりました。

シーセフが目指す未来

り、 その開発を進めています。 今後は対面研

幼小中一貫校 「シーセフリーダーズアカデミー」

シーセフ設立から 12 年が経ち、カンボジアの教育に対する考え方

「地球益」 を守っていくための一歩としてシーセフは SDGs が掲げる
課題を解決するためにみんなで考えていければと思っています。
シーセフは、SDGs の課題は全て教育を通じて解決していくことがで
きると信じています。 将来、 みんなで 「地球益」 を考えられるよう
になったときに、シーセフが存在しなくても良くなるのではないでしょう
か。
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教師を育てる事業

インタビュー
理事で事業を担当している長沼氏にコロナ禍における支援について伺いました

支援の背景
1975 年から約 4 年間、ポル ・ ポトを中心とした独裁政権がカンボジアを支配し、カンボジア国内の知識層が大勢殺され、 学校教育はほと
んど崩壊しました。再開された学校では、わずかに字が読める人が教師になったためその中で教育を受けた現在の教師たちは、基礎学力に多く
の問題があります。

現在、新型コロナウイルスの影響でアドバイザーの先生を派遣できない状況ですが、どのような取り組みを
おこなっているか教えてください

日本では 8 月頃に今までシーセフに関わった人に呼び掛けてボランティアの 「応援団」 を作り、皆さんの意見を伺って現状で可能な支援を探ること

シーセフの取り組み

にしました。 一方でカンボジアの教員養成校では、オンライン授業を進化させながら取り組んでいました。

「国境なき教師団」 とは、国境を越えて教育支援を行うシーセフの教師たちの組織です。

ボランティアで集まった 「応援団」 は、どのような活動をしていますか

この活動では、教員養成校の教官の能力向上を主な目的とし、理数科目の基本知識や指導法、自作教材の作成方法などをアドバイスして
います。 その結果、カンボジア人教官たちは、教科書を読むだけの授業だけではなく、自ら考え検証するという方法を取り入れ、学生たちがよ
り理解できるような授業をするようになってきました。 2017 年からはカンボジア人教官が相互に授業力を高めることを目的とした授業研究会
も導入しています。

約 20 名の団員で、3 ケ月に 1 回程度オンライン談話会を開いています。 通常はメールでの意見交流になります。 活動内容は、今まで支援
してきた養成校に 「教育相談窓口」 を設け、授業等に関する相談事項に団員が対応する補完の支援を行うことにしています。 教材支援に
ついては、開発だけでなく小学校への現物提供も考えています。

現在の教員養成校の状況はどうでしょうか

教材支援
2017 年より 「千葉若潮ロータリークラブ様」 から小学校教員養成校へ理数科教材をご寄贈していただいています。 授業をより深く追求す
るために必要な教材や学生全員が自作教材を製作するための材料、今年度はオンライン授業で活用するパソコンやプロジェクターの IT 機器
など、現地のニーズに沿った支援をされています。

教員養成校では 2021 年 1 月に 2 か月遅れの新学期を迎え、対面では 2 年生のみ再開しています。
※新型コロナウイルスの感染状況により、学校の状況は変わります

今後どのような取り組みを行う予定ですか
小学校にも関与し 「振り返りノート」（ノートは日本で使い残しを収集）を試みる活動を行うこととなりました。 これは、授業のわからなかった点、
もっと知りたい点などを子どもたちに書いてもらい、教師は生徒とのノートのやり取りを通じて教え方の改善に繋げることを目的にしています。 日本
では当たり前の実践ですが、カンボジアでは初めてですので、どんな効果や問題点があるかなどが見えてくることを期待しています。

教員養成校の教官にオンライン授業についてインタビューしました
教員養成校では初めてのオンライン授業を実施しましたが、 慣れるまでに苦労したそうです。 オンライン授業の良かった点と難しかった点について
▶振り返りノートが届いた時の様子

▶コロナウイルス感染症対策のため外で授業を実施

聞いてみました。
オンライン授業を導入して良かった点
•学生はわからないことを自分で積極的に調べる癖をつけることができた。

コロナ禍における支援の変化

•クラスメイトや教官が以前よりも良い関係を築けた。

現在は、日本人の先生方を派遣することは難しいため、ボランティアメンバーを募り日本から遠隔で活動をしています。 プレイベン州 ・ スバイリエ

•オンライン授業の経験をすることができた。

ン州 ・ コンポントム州では 「オンライン相談窓口」 を設け、授業の進め方や指導法などで困ったことなど質問を受け付けています。 スバイリエン

難しかった点

州では教員養成校の学生、公立学校の児童を対象に授業後に 「振り返りノート」 を書いてもらいます。 これは教員養成校の教官や小学

•地方に住んでいる学生は、 インターネットの電波が弱く、 授業に参加できない人がいた。

校の教師が子どもの理解度を確認し、自分たちの授業を改善するために行っています。 この 「振り返りノート」 の取り組みは日本にいる日本

•オンライン授業の道具を揃えることが難しく、 スマートフォンを使っての授業は限界があった。

人の先生方にも見てもらいアドバイスをしてもらいます。

•授業準備に時間がかかった。
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教育行政官を育てる事業

産業人材を育てる事業

支援の背景

支援の背景

教材費予算が少ない、教科書に誤記がある、小学校の卒業率が低い、カリキュラムがこなせない ・ ・ ・ など学校現場だけでは解決できない

カンボジアは順調な経済成長を遂げていますが、 一方で都市部と地方との格差拡大が社会問題となっています。 その一因が地方での技術

課題も多く抱えています。 子どもたちが学びやすく、教師たちが働きやすくするために教育制度を整えることも必要です。 また、これらの課題を

人材の不足であり、 なかでも IT 人材の育成が進んでいません。

根本解決するためには、カンボジア人自らが解決法を見つけ改善していくことが不可欠です。

シーセフの取り組み
シーセフの取り組み

2017 年 10 月より JICA 草の根技術協力事業（パートナー型）として 「地方経済の活性化に必要な IT 基礎能力取得と認定のための
研修支援事業」 を開始しました。 事業期間 4 年の間に、カンボジア郵電省傘下の情報通信技術研究所（NIPTICT) が IT 一般研修

先進国の教育の仕組みや管理方法、カンボジアの教育課題の解決方法などを学ぶ、再教育の

及び講師研修を自立して実施できるようになることを目的としています。

場を提供しています。 2012 年に教育省と共に設立した教育政策大学院大学は、 国内では
王立プノンペン大学とこの大学の 2 校のみが教育省に認められた修士を取得することができます。

コロナ禍における支援の変化

2020 年 4 月からは、教育省管理の下、国立教育研究所が独立体制で運営を行っており、

今年度はコロナウイルスの影響で研修が実施できませんでした。 現在は、 誰でもオンラインで参加できる一般向け IT 研修のシステムを、 バッ

シーセフは引き続き短期集中講義や教官へのサポート役として協力していきます。

タンバン及びスバイリエン在住の受講希望者を募り、2021 年 4 月に地方 IT 研修をそれぞれ 1 回ずつ実施する予定です。 その後、試行の
結果を踏まえ、本格的にオンラインの導入等を計画しています。

コロナ禍における支援の変化

▶教育政策大学院大学 論文発表会の様子

今年度はオンラインでの講義がメインとなりましたが、2020 年 10 月論文発表会を実施し、無事に 39 名の学生が 2 年間の課程を修了し
ました。 論文作成ではフィールドワークが難しいため、電話での聞き取りや参考文献での研究を行いました。

▶ビデオ撮影の様子

起業家を育てる事業

インタビュー

理事で事業を担当している布施氏にコロナ禍における支援について伺いました

支援の背景
ただ起業するのではなく、社会性のある事業であることや 「起業家としての在り方」

新型コロナウイルスの影響で活動の形はどのように変わりましたか

を大切にしています。

日本人メンバーの渡航による直接的関与が不可能になり、全てプノンペンにいるカンボジア人スタッフによるリモート支援になりました。

今年度のビジネスモデルコンテストは、新型コロナウイルスの影響により、例年よりも

日本とカンボジアで必要な連絡や協議は週 1 回の Skype 会議とメールで行っています。

少人数でソーシャルディスタンスに配慮し開催しました。
▶ビジネスモデルコンテスト出場チーム

コンテスト優勝者の紹介
Liger Leaders Academy の高校生 3 名で構成された Mhao Srop というチームが優勝しました。 コロナの影響で、劇場へ足を運びパフォー
マンスを観ることが制限されました。 この状況を改善するために、バーチャルシアターで多くの人が作品を楽しむことができるようにするサブスクリプ
ションサービスを提案しました。 さらに、演者やアーティストも収入を得ることができるプラットフォームを提供するという内容でした。
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▶研修を受けて日系企業で働く CHHAISOUR 氏
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活動の形が変わりましたが、 今後はどのように進めていきますか
オンライン研修の実現化に向けて舵を切り直し、ITEE の初級レベルである IT Passport 教材の e-Learning コンテンツ化を進めています。

プロジェクトの研修を受けた CHHAISOUR 氏にインタビューしました
研修に参加し、今まで知らなかったことを多く学ぶことができ、とても良かったです。 しかし、 研修が短期間で授業のペースが早かったので、 もう
少しゆっくり深く学びたいこともありました。 研修を終えた今、 IT 技術に関する知識を得ることができ、 日系企業でも自信を持って仕事ができ
ています。
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子どもたちに質の高い教育を届ける事業
支援の背景

7月

10 月

ー新入園児募集中止ー

地球益を目指す、 志を持ったリーダーを育てる
世界で起こっている問題の多くは、 各国のリーダーが関与しています。 「自分の国さえよければいい」 「自分さえよければいい」 あるいは 「今さ
えよければいい」 という自己中心的な考えが、地球環境問題や所得格差などを引き起こしています。
2016 年、CIESF Leaders Academy( 以下、 CLA) を設立し、 幼小中一貫教育を通して、持続可能な社会を創ることができる真のリー
ダーを育てるため、カンボジアの子どもたちに質の高い教育を届けます。

ー教材費免除のための資金集めー

1月

ー学校再開ー

9 月の入園式に向け新入園児募集

教材費免除のための資金集め開始。

8 月に卒園式、9 月始業式の予定でしたが、

をする予定でしたが、学校の経営面、

学校存続のために保護者に教材費の負

結果としてずれてしまい、1 月の学校再開後

そして感染対策面含め新入園児の募

担を依頼しました。 経済的理由で教材

ようやく行うことができました。 学校に活気が

集の中止を決定しました。

費が支払えない家庭に対しての救済策と

戻り、通常授業を行いながら、IT を活用した

して教材費免除のための資金集めをスター

新しい授業の取り組みを進めています。

ト。（10 月からはクラウドファンディングを

カンボジアの状況

開始）支援者 350 名、 総支援額

新型コロナウイルスの影響により、カンボジアの教育機関は 2020 年 3 月から 12 月まで学校が閉鎖され、約 300 万人以上の子どもたちの

11 家庭 13 名全ての子どもたちが学校に

8,200,320 円が集まり、 希望していた

学習に影響を与えました。 Facebook のメッセンジャーグループでの宿題の送付や提出など、SNS を活用して学習を進めていましたが、各家
庭のネット環境によって格差が生まれたり、学習の遅れなど課題を多く残したままとなっています。

通うことができました。

シーセフリーダーズアカデミーの
ホームページはコチラ

ー卒園式、 始業式ー

コロナ禍における取り組み

3月

4月

ー学校閉鎖ー

ー小学部オンライン授業スタートー

ー宿題配布スタートー

主に日本語、算数、クメール語の授業を行いました。 ネットの不具合、

宿題配布は子どもたちの手元に確実に渡り、一人一人の学習進
捗を確認できますが、わからないところをすぐに指導できないという課

スタッフ ・ 保護者とも ZOOM を使い慣れていないなど課題も多くあり
ましたが、子どもたちの顔をみて、声を聞いて学習を行いました。

題もありました。

インタビュー
シーセフリーダーズアカデミーの先生たちにこの 1 年間を振り返ってもらいました

ー動画配信スタートー
幼稚部では靴の履き方、服の畳み方など生活習慣面の動画や歌
や手遊び、ゲームなどを 5 分程度にまとめて各クラスで配信しました。
各家庭で時間を見つけてできるため、保護者にもとても好評でした。

5月

ー幼稚部オンライン活動スタートー

幼稚部 市川先生
着任後すぐに休校となり、本当に残念でした。 オンライン保育に初めは戸惑いながらも、ご家庭か
ら送ってくださる写真や動画を通じて、子どもたちが一生懸命に取り組む姿を見守ることができまし
た。 待ちに待った再開、会いたかった気持ちを爆発させて保育に取り組みます︕

子どもたちの集中力の問題や画面を見ながらの指示に苦労しました
が、少しずつ改善できたこと、また子どもたちの IT への順応性に今後
の可能性を感じました。
小学部アシスタント サンワー先生
新型コロナウイルスの影響で学校が長期休校となり、Zoom による自宅でのオンライン学習を積極
的に取り入れています。 私は教師として常に新しい知識を身につけ、チャレンジしながら、コロナ禍
の状況にも柔軟に対応するために、今後も良い方法を探していきたいと思います。
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数字 で 振り返る
シ−セフ

産業人材を育てる事業

起業家を育てる事業
支援スタートしてから起業した数

21

支援スタートしてから IT 研修を修了した人数

257名

件

現地のスタッフの数

28 人

2020 年度を数字で振り返ります

日本事務局スタッフの数

法人サポーターの数

277 社

4人

在校生の人数

たくさんの応援

約

7,199 名

支援した養成校の卒業生（教師）が学校で教えている子どもの人数
約

287,960

ありがとうございました

2020 年度決算の概要

各事業 の ハイライト
支援した養成校の卒業生（教師）の人数

（2021 年 3 月時点）

2020年度

141 人

人

教師を育てる事業

93 名

活動報告会参加者の数

個人サポーターの数

121

子どもたちに質の高い教育を届ける事業

収益

教育行政官を育てる事業
教育政策大学院大学の卒業生の人数

178 名

2%

7 %

1%

23 %

名

費用

１%
１%

65 %
クラウドファンディング
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法人サポーター

教師を育てる指定寄付

配当金

補助金

個人スポンサー

その他

（CLA スポンサー含む）

CIESF REPORT 2020

P10

