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CIESF NEWS LETTER
「自分たちも何か社会のためになる貢献がしたい」
そう考えた中学生が、生徒総会で学校を動かし、寄付機能付きの
自動販売機を学校に導入！

和洋九段女子中学校高等学校が、シーセフへの寄付機能付き
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）
自動販売機を導入してくださいました！
中
社会貢献や国際協力というと、実際に参画するのはハードルが高いかもし
れない、と感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、お金による募金や
寄付以外でも、寄付機能が付いている商品を購入することが、開発途上
国などへの支援に役立てられる国際協力のカタチがあります。
今年の 5 月、東京都の和洋九段女子中学校高等学校の中学 2 年生数名
が、シーセフの日本事務局を訪ねて来られました。「開発途上国への支
援につながる、寄付機能付きの飲料自動販売機をシーセフのホームペー
ジで見つけたので直接話を聞きたい」とのことでした。
学校に戻ってから、自分たちの学校でも、この自動販売機を取り入れることができないだろうか……と考え、そ
れを生徒総会で提案したそうです。結果、実際に設置することができるようになりました。
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シーセフとは、「教育をすべてのはじまりに」を合言葉に、「真の愛情と情熱をもった世界レベルの教育者の育成、利他の心と国際的な視野
をもった高度人材の育成」を理念として掲げ、「国境なき教師団」を派遣する団体です。

まもなく
蔵出し写真館 その 2 「2010 年のプノンペン市小学校教員養成校」
いつもシーセフを応援してくださり、ありがとうございます。2008 年 12 月 8 日に設立したシーセフは、今年の
12 月で 10 周年を迎えます。皆さまに支えられての 10 年でした。 “蔵出し写真館”。第 2 回目は「国境なき
教師団」が本格始動した 2010 年のプノンペン市小学校教員養成校の写真です。

中学 2 じー
年生が主体的に活動し、学校を動かしたおかげで、生徒のみなさん一人ひとりが、国際協力・社会貢献
をより身近に感じ、考えることができるようになったのではないかと思います。そして何より、日々のちょっとした飲
み物の購入でカンボジアの教育を支援する取り組みとなったのです。
若者のひらめきや思いが大きく前進し、たとえ微力でも国際協力につながる第一歩を達成したすばらしい事例
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/
だと考えます。
和洋九段女子中学校高等学校のホームページには、以下のような記載がありましたので、ご紹介させていただ
きます。

ｖ
「国境なき教師団」応援団募集中

生徒のみなさんは、2 学期から登場した自動販売
機をもう利用しましたか。
この自動販売機は、ただの自動販売機ではありま
せん。中学 2 年生が企業訪問を通して、社会貢
献ができると考えて導入を希望しました。売り上げ
の一部が、CIESF（シーセフ）を通して、途上国での
教育支援の活動資金として役立てられるそうで
す。
一人ひとりの何気ない行動が、社会貢献につなが
るというのは素敵なことですね。
あらためて、身近にできる社会貢献について、友
達同士で考えてみませんか。

編集後記
暑くて眠れない、なんてことを言っていたのが昨日のことのようです
が、最近は朝が寒くて布団が大親友です。四季のないカンボジアで
1 年過ごしてみて、日本の四季の移り変わりを直接肌で感じるというこ
とがどんなに素敵なことかをかみしめています。なんとなく匂いで秋を
感じる感覚も戻りました。ここ数日は、銀杏並木のあのかおりで。(YM）
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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。

ポルポト政権の知識層の大虐殺によって多くの教育者を失ったカンボジアでは、教師の育成が大きな課題
でした。なかでも、教師の質は子どもたちが受ける教育に大きく影響するため、シーセフでは教師の質の向
上を目指した事業「国境なき教師団」を設立時からスタートしています。2009 年に 1 名の教師をプノンペン
市中学校教員養成校に派遣したのが最初ですが、2010 年に、プレイベン州中学校教員養成校・同州小学
校教員養成校、プノンペン市中学校教員養成校・同市小学校教員養成校に合計 7 名の教師を派遣したこ
とで、活動が本格始動しました。
2010 年 12 月、理事長の大久保が支援開始から半年たら
ずのプノンペン市小学校教員養成校を視察しました。カン
ボジア人教官とチームを組んで、“教師の卵”たちに指導
をしている日本人教師の活動を見学し、現場の状況把握
に努めました。その時の様子をシーセフが制作したビデオ
「太陽の国の未来へ」に収めています。あれから 8 年、「国
境なき教師団」はシーセフの旗艦事業となり、のべ 31 名の
日本人教師が、カンボジアの教師育成の現場で、長年の
教師経験を生かした活動に従事しました。
（2018 年 10 月 30 日に新たに 3 名の教師を派遣し、11 月
時点での派遣実績はのべ 34 名となる予定です。）
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シーセフ リーダーズ アカデミー 成長日記
カンボジアで初めて日本のカリキュラムを取り入れた幼小中一貫校 CIESF Leaders Academy（CLA）の
様子をお届けします。
10 月 25 日、おやつの時間の様子です。CLA にはおやつの時間があって、子どもたちは毎日楽しみにし
ています。この日のおやつは蒸しパンです。これは栄養のあるお菓子を開発している NOM Popok 様が
作っているお菓子です。きなこやココア味が人気です！
おいしーーーーーーーい（ナイスな表情）！
カンボジアは果物も豊富。りんご・ぶどう・パパイヤ・ドラ
ゴンフルーツ・ジャックフルーツ・・・・・・。
いろいろな種類のくだものもおやつで提供しています。
お皿は食器メーカーである三信化工株式会社様よりご
寄付でいただきました。おやつの時間もいろいろな
方々に支えられている CLA なのでした。

シーセフ リーダーズ アカデミーのブログを開設しました！
シーセフ リーダーズ アカデミーの日々の子どもたちの様子をのぞき見できる、ブログを開設いた
しました。カンボジアと日本の担当スタッフが、ほぼ毎週更新しています。
ぜひご覧ください。
CIESF Leaders Academy ブログ

シーセフげつまつボランティアさん 募集中
シーセフでは、事務所で（主に月末に）ボランティアとしてお手伝いくださる方を募集し
ています。ヘルプが必要な業務は、絵本の仕分け、印刷物の整理、パンフレットの発
送、などです。開発途上国についてのミニワークショップ付きです（カンボジアのお菓
子やコーヒーもご用意しています）。
ご興味のある方は、ホームページのメールフォームからお問い合わせください。

ご支援ありがとうございます(7～9 月)

あ り が と う

＼ オークンチュラン ／
シーセフの活動は、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、シーセフ リーダーズ アカデミー スポンサー
シップ他）には、心より感謝申し上げます。
7～９月にご寄付を頂戴した方々を次のページにご紹介させていただ
きます（7/1～9/30）。

7月
■法人サポーター(プラチナ)： 株式会社 MYT/株式会社グランデ/株式会社日本防犯システム/株式
会社アックスヤマザキ
■法人サポーター(ゴールド)： 株式会社サクラボ/株式会社トランスマリーン
■法人サポーター(シルバー)： 有限会社カミナリ屋
■法人サポーター（ブロンズ）： 株式会社不二新製作所
■法人寄付: 北斗社会保険労務士法人
■CRM 寄付： 株式会社ロイヤル/ MRC トータルマシンプロデュース/有限会社アップライジング/ /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
■スペシャルサポーター： 河端 伸一郎
■「国境なき教師団」応援団： 藤井 泰一
■シーセフ リーダーズ アカデミー スポンサーシップ（新規）： 堀田 謙一/株式会社在り方経営/馬場
重通/国枝 かゆり/古家 正明/千田 由羽希/岩嵜 公俊/株式会社イズムデザインコンサルタント
8月
■法人サポーター(プラチナ)： 株式会社ヴィーテック/株式会社新紙浅/株式会社ワコム
■法人サポーター(ゴールド)： 株式会社エイ・エヌ・エス
■法人寄付: 日本 ISO コンサルタント株式会社/株式会社浄美堂/株式会社ビーライン/一般社団法人
倫理研究所/ビジネスカードメイカーズ
■CRM 寄付： 株式会社 M's-A/有限会社アップライジング/株式会社コウズ/リネットジャパングループ
株式会社
■個人サポーター(継続寄付は新規)： 須田 麗子
■スペシャルサポーター： 松岡 和久
■個人寄付： 坂尾 要祐
■「国境なき教師団」応援団： 山田 史子/大久保 博和/石澤 博通/濱本 まゆみ/筧 八郎/須田 麗子
■シーセフ リーダーズ アカデミー スポンサーシップ（新規）： 小倉 宏之/グッドママ株式会社

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/株式会社クレディセゾン/株
式会社奴ダイニング/プレジール株式会社/合同会社 Arete/リタワークス株式会社/株式会社タウンズ
ポスト
■法人サポーター(ゴールド)： 株式会社 Kurokawa
■法人サポーター(ブロンズ)： 株式会社ケンドマネジメント
■法人寄付: 北斗社会保険労務士法人/イルドクルール
■CRM 寄付： 有限会社エイジ/有限会社アップライジング/リネットジャパングループ株式会社
■個人サポーター(継続寄付は新規)： 林 英一郎
■スペシャルサポーター： 大竹 美喜/岩井 知行
■「国境なき教師団」応援団： 横森 立子/鈴木 光次郎
■シーセフ リーダーズ アカデミー スポンサーシップ（新規）：渡辺 亨/山口 勝宏/田口 徳久
※以上敬称略

