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シーセフ日本事務局からカンボジアオフィスに転勤になって約 8 か月が経ちまし
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た。プノンペンだけでなく地方へ行く機会も多いので、日本の本部から見えなか
った現場の実態を知ることができ、また、逆に現場から見えない日本の状況をカ

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。

ンボジアのスタッフに伝えることができ、日々仕事の意義を実感しています。
シーセフでは古参ですがカンボジアでは新人ですので、入職時の初心に立ち返って、シーセフが掲げる「教
育をすべてのはじまりに」
教育支援活動にスタッフと一緒にのめりこんでいきたいと思います。
ニュースレター を合言葉に、
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
支援者の皆さま、カンボジアにお越しの際はシーセフにもぜひお立ち寄りください。今後ともよろしくお願

中

いいたします。

月 12 日）

あけましておめでとうございます！
今年もよろしくお願いいたします。

昨年カンボジアで開校した日本式教育を取り入れた幼稚
園・小学校・中学校の一貫校「シーセフ リーダーズ アカ
デミー」のスクールバス購入のために、クラウドファンデ
ィングにて、200 万円の資金調達プロジェクに挑戦しまし
た。
97 名の方々から 2,264,000 円のご支援をしていただき、
無事プロジェクトを達成しました。
ご協力いただいた皆さま、本当にありがとうございまし
た。これからカンボジアのリーダーとなり国を支えていく
じー
子どもたちが、毎日安全に通学することができます。日本
では考えられない交通状況の中、仕事の合間をぬって送り
●
迎えする親御さんたちも安心して子どもたちを通わせる
ことができます。
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/
来年の 2 月にスクールバスを子どもたちに届けられるよ
うに、準備をいたします。子どもたちを乗せたスクールバ
スが、カンボジアの街を走る姿を楽しみにお待ちくださ
い！

新年あけましておめでとうございます。昨年もご支援者様の温かいお気持ちと応援により、発展途上
国への教育支援を行うことができました。教育の質を向上するために教員養成校に日本人ボランティ
ア教師を派遣する「国境なき教師団」の事業は、今年で 10 年目となります。カンボジアの教育省の
長官から、
「シーセフの教師団派遣活動は、カンボジアの教育をよくするために我々が 1 番必要だと
思う活動をしてくれている。」と嬉しいお言葉をいただきました。
シーセフは、2018 年 12 月 8 日に 10 周年を迎えます。今後も、支援国が必要とする支援を現地の人々
と一緒にできるように、活動を続けていきます。今年もシーセフをよろしくお願い申し上げます。

2017 年 事業一覧
●

教師派遣事業「国境なき教師団」

産業人材育成

教育政策大学院大学

・CIESF Business Training Center

ビジネスモデルコンテスト

・スバイリエン大学日本語コース

一貫校事業「CIESF Leaders Academy」

・バリアブンタウ省立職業訓練校(ベトナム)

など

「国境なき教師団」応援団募集中

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、右上の「寄付する」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/
編集後記 年末はイベントが盛りだくさんですね。カンボジアでは
年中気温の変化がほとんどないため、なんだかクリスマス感を味わえ
ません。しかし、ショッピングモールの飾り付けには気合いがみられ
ます。そして、日本では絶対に見られないまか不思議な光景が・・・。
クリスマスツリーのとなりに、水着が販売されているんです。(SH）

↑シーセフカンボジア事務局

↑シーセフ日本事務局

↑シーセフ リーダーズ アカデミー(カンボジア)

↑「国境なき教師団」サポートスタッフ(カンボジア)

発行：公益財団法人 CIESF
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-7-5
URD 渋谷第 2 ビル 4F

＊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。

公益財団法人 CIESF(シーセフ)スタッフ 一同
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シーセフでは王立スバイリエン大学と共同で同大学に日本語コースを設置し、地方でも日本語を学べ
るような環境づくりの支援も行っています。
スバイリエン州のバベット地区は、工場地帯が広がり経済特区が集まっています。その中には、日系
企業も多くあります。カンボジアでは、地方での就職場所が尐なく、若者は都市部に移動していきま
す。しかし、スバイリエン州の企業で就職できれば、地元を離れる必要はありません。そこで、スバ
イリエン州の若者たちの就職先の幅を広げるために、2016 年から「日本語コース」を開設しました。
9 月に第 1 期生のうち、11 名の学生たちが卒業し、10 月から
は新入生である第 3 期生を迎え新学期が始まりました。現在
は、13 名の学生が日本語コースを受講しています。
今年度は、設立当初から日本語コースを支えてくれているカン
ボジア人講師のチャンシー先生とセンホン先生、日本人ボラン
ティア講師として岩崎るみ先生が活動しています。スバイリエ
ン州は、首都のプノンペン市と異なり、日本語に触れる機会が
尐なく、日本語を勉強するのに難しい環境ではあると思います
が、楽しく正しく日本語を学習できるように創意工夫をして授
業を作っています。現在は、日本語能力試験の合格に向け、学
生たちも頑張っています。

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-7-5

URD 渋谷第 2 ビル 4F TEL：03-6418-2480

FAX：03-6418-2481

発展途上国で起業家を育成し、将来の雇用を創出すべく、シーセフではカンボジアとミャンマーで若
者を対象とした「ビジネスモデルコンテスト」を毎年開催しています。

今年度も第 8 回カンボジアビジネスモデルコンテストを
2018 年 2 月 4 日(日)に開催いたします！
カンボジアには、外資系企業の進出が増えていますが、カ
ンボジアの資本、いわゆる大企業はまだまだ尐ないのが現
状です。カンボジアの若者たちから起業家を育成し、将来
の経済発展に欠かせない雇用を創出することで未来のカン
ボジアを応援することがこのコンテストの目的です。
8 回目の開催となり、カンボジア国をあげての一大イベント
として既に国内外のマスコミからも注目されています。
↑ 各チームのビジネスモデル発表の様子(昨年度)

↑ 授業風景

岐阜工業高校の文化祭で、学生たちがシーセフの活動紹介ブ
ースを出展してくださいました。シーセフの活動を写真や動
画を使い紹介したり、シーセフ リーダーズ アカデミーのス
クールバス募金をバスの模型や写真用パネルにして紹介した
り、インターネット地図を使いカンボジアへの擬似旅行がで
きるようなブースをつくったりと様々な工夫をして活動紹介
をしてくださいました。岐阜工業高校の学生さんたちは、と
ても意識が高く、
「自分たちができることはなにか？」と考え、
行動してくださっています。
岐阜工業高校のみなさん、古家先生、本当にありがとうござ
いました。

・カンボジアは思った以上に知られていないので、啓発活動が必要だ
と思った。出前講座の際、地域の方々にアピールする。
・写真や話だけではなかなか伝わりづらいので、スカイプなどで直接
現地と映像を繋ぐと良いと思う。
・実際に行ってみたい！
・今年、近くの国際協力機関ともつながりができたので、もっと新し
いことを考えたい。
・啓発活動だけでなく、私たちでもっとできることはないか。私たち
でもできること、私たちだからできること。
・先生からカンボジアの子どもが話をしている動画を見せてもらった
が、何を話しているのか分からなかった。クメール語が分かれ
ば良いと思った。

【 開催概要 】
応募の中から、一次・二次審査を通過したチームが約 3 ヶ月にわたりビジネス講座やプレゼン指導を
受け、その後の準決勝を勝ち抜いた上位 10 チームが最終選考会に臨みます。
ビジネスモデルコンテストを勝ち抜いた上位 2 チームは、アセアン大会である「メコンチャレンジ」
への出場権を獲得することができます。今年度は、2018 年 3 月 17 日に、初めてブータンを会場にし
て開催されます。

未来のカンボジアのために頑張る若者たちを応援してくださる企業様を募集しております。今年度は、
応募総数が 100 件を越え(通年 60 件ほど)、コンテストも盛り上がりをみせてくれると思います。
《概要》
・審査会場・表彰式会場に「支援企業」としてロゴ等の広告が掲示されます。
（地元テレビ等のメディアへの露出の可能性があります。）
・ビジネスモデルコンテストのウェブサイトでのスポンサー紹介、並びに共催団体である CIESF のホ
ームページにて紹介いたします。
・スポンサーの方は、最終選考会＆表彰式にご招待席をご用意させていただきます。
・スポンサーの種類（会場等での露出が多い順に）
－ ゴールドスポンサー 30 万円（現地企業 3000 ドル）
－ シルバースポンサー 20 万円(現地企業 2000 ドル)
－ ブロンズスポンサー 10 万円(現地企業 1000 ドル)
※1 社ではなくチームでのスポンサー登録も歓迎いたします。
また、賞金以外に副賞のご提供もぜひご提案ください。
※スポンサーの種類に応じて、ロゴ露出の仕様やご招待人数が
異なります。
・スポンサーの種類は、貴社にてご検討の上、ご選択ください。
・スポンサー費用は、日本円にてシーセフにお振込ください。
↑
※寄付の領収書は、シーセフから発行します（税の優遇措置あり）

表彰式の様子(昨年度)

お申込、ご質問がありましたら、公益財団法人 CIESF(シーセフ) 日本事務局までご連絡ください。

