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スポンサーを募集しています！
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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。

シーセフは、カンボジアにおいて若手の起業家精神を育て、カンボ
ジアの経済発展を促進するために、国立経営大学と協働で 2010 年よ
りカンボジアビジネスモデルコンテストを開催しています。

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）
中

過去 9 年間で、国内の 20 校以上の大学の学生や社会人合わせて

748 チームから応募がありました。その中から 103 チームが決勝に進出
し、そのうち 5 チームがアメリカで開催される世界大会にまで駒を進め
ました。「ビジネスを通じて社会問題を解決しよう」という若者が増えて
います。ビジネスモデルコンテストを通して、カンボジアを応援しませ
んか。

CIESF Leaders Academy
8 月 17 日 学習発表会

シンガポール最大の新聞社に紹介された「Job Seeker」
チームは、学生と求人者を結ぶアプリケーションを提案
しました。

未来の起業家を応援してください！

新校舎スポーツコート内で学習発表会
を行いました。子どもたちはいつも楽しん
でいるダンスや歌を披露しました。保護

■最終選考会（予定）
日時：2020 年 2 月上旬（8:30-15:30）
場所：CJCC（プノンペン）
■表彰晩餐会（予定）
日時：最終選考会と同日（17:00-）
場所：ラッフルズホテル（プノンペン）

者から拍手が沸くと、さらに勢いづいた
子どもたちは練習以上のパフォーマンス
を見せてくれました！

8 月 27 日 卒園式

・スポンサー代表の方に最終選考会と表彰晩餐会へご招待いたします。（旅費自己負担）

https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/

・スポンサーのロゴを最終選考会と表彰晩餐会で、各種広告媒体へ BMC のプロモーション素材として掲載させていただきます。

CLA にとって初めての、涙と笑顔の溢れる

＞詳しくは事務局までお問い合わせください！

ｖ

卒園式。ピシッと背筋をのばす卒園生は、

お申し込み方法

本当に立派なお兄さんお姉さんに成長しま
した。いつも小さいクラスの子たちをひっぱ

■銀行振込

■クレジット決済

三菱 UFJ 銀行 青山支店（店番６０８）普通預金

QR コードよりお手続きができます。

口座番号：００２１７１４

備考欄に「BMC スポンサー」と明記ください。

口座名：公益財団法人 CIESF 理事長 大久保秀夫

※寄付申込書もご提出ください。

※寄付申込書もご提出ください。

右の QR コードよりダウンロードしていただくか、

右の QR コードよりダウンロードしていただくか、事務局にお問い

事務局にお問い合わせいただければメール

合わせいただければメールでお送りいたします。

でお送りいたします。
＞詳しくは事務局までお問い合わせください！（担当：海田（かいだ））

編集後記
6 月 CLA の新校舎竣工式の様子がカンボジアのテレビ局に放映さ
れた影響で、新 2 歳児 20 名の枠に約 470 名の応募があり、スタッフ
は嬉しい悲鳴をあげていました。日本側でも経営者や教員で構成さ
れた CLA チームを発足して、枠にはまらない新しい教育の在り方を
模索しております。今後の CLA の動向をお楽しみに！（HU）
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〒150-0002
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日総第 25 ビル 3 階
Tel: 03-5774-0250

＊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。

ってくれてありがとう、と先生たちも感謝の気
持ちでいっぱいです。

9 月 7 日 入園式・入学式・進級式
CLA 小学部が無事開校しました。新 1
年生は新しい制服を手にして目をキラ
キラ輝かせていました。
ひとつ大きくなった子どもたち・・・
新入園児の皆さん、進級した皆さん、
本当におめでとう！

CLA ブログで子どもたちの様子をご覧いただけます。＞＞

検索

CIESF Leaders Academy ブログ
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教師を育てる「国境なき教師団」

シーセフの活動を支援・協力してくれているサポーターの声

コンポントム州小学校教員養成校で合同研修会を開催しました。
株式会社トリドールホールディングス
CSR 推進室長 大下浩平
弊社は丸亀製麺を中心に飲食店を展開する外食企業です。
2019 年 3 月末時点で国内 1,103 店舗 海外 575 店舗、合計で
1,678 店舗を展開しております。丸亀製麺は全店、各店舗で職人
が粉からうどんを打っています。その技術を活用し、食の尊さを知
ってもらう食育活動とし、て「手作りうどん教室」を全国で実施し

6 月 20 日、21 日にコンポントム州・スバイリエン州の小学校教員養成校合同で研修会を開催しました。今回の研修会では、
チームコンポントムが中心となり 1 ヵ月前から準備を始め、当日は各プログラムの講師となり研修会の進行を行いました。
カンボジア人教官同士で知識を補い合い、能力を高めあうために 2017

研修会の内容
1 日目：授業研究会
2 日目：「探求型学習」の授業方法の
提案・意見交換会
自作教材の紹介

年より授業研究会を始めました。カンボジアでは教官同士が教え合った
り、自分の授業を他の教官に見てもらう機会がなかったため、最初は内
容の濃い授業研究会とはなりませんでした。
しかし、今回の研修会で、年齢や地域を越えて盛んに意見交換をするこ

ています。2012 年に開始をしてのべ 35,000 人の子どもたちに

とができました。その中で、教育省の推奨している授業研究会の流れで

ご参加いただいています。（https://www.toridoll.com/）

行っているが、養成校によって捉え方の違いあったこと、授業研究会の

（１） どのようなきっかけでシーセフへの支援を始めましたか。

進め方は一つではないことなど、合同で研修会を開催したから気づけたことが多くありました。

丸亀製麺ボンケンコン店（当社子会社のトリドールカンボジアが運営）がうどんの美味しさを知ってもらおうと「手作りうどん
教室」を CIESF Leaders Academy 様の児童の皆様と行ったことがきっかけです。その後もうどん教室を定期的に行いなが
ら、ビジネスコンテストのスポンサー、おもちゃの寄付などの支援を行っています。

研修に参加したスバイリエン州の教官の感想
「自作教材の紹介で作った教材は、私も以前に作ったこ
とがありましたが、効果的な使い方がわからなく、使うの

（２）シーセフを支援し始めてからどのような変化がありますか。

を諦めていました。ですが、今日は面白い使い方を教え

児童の皆様とうどん作りを何度も行ったのですが、粉まみれになりながらも満面の笑みでうどんをつくっている姿を見て、食
育活動の重要性を改めて認識することができました。料理をする楽しさ、親への感謝などの気持ちが児童に芽生えている
ことを期待しています。
また CLA 様とのうどん作りの様子を記録した動画を見た日本の本部有志スタッフが、CLA 様の児童におもちゃを買おうと
いうことで寄付をしたりと、本部内でも地域貢献意識が高まりました。

てもらい、すぐに養成校の学生たちにも教えたいと思い
ました。」
自作教材で作成した「ペットボトル顕微鏡」
を試している様子

教育行政を改善する「教育政策大学院大学」

教育政策大学院大学で集中講義が行われました。

（３）シーセフの活動についての応援コメント
新たな学校のご開校おめでとうございます。生徒の年齢の幅が広がり、人数も増えて今までにはなかったご苦労もあるかと
思います。CLA 様の最大の強みは本当に良い先生方がそろっていることで、皆様の力で乗り越えて行かれるのだろうと思
っています。そんな中で、これからも微力ながらシーセフ様の活動を支援させていただければ幸せです。

カンボジアでは、教員養成校や小学校、中学校など現場だけでは解決できない問題を多く抱えています。シーセフ
では、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、再教育の場を教育省
の若手行政官に提供しています。

カンボジアスタッフ
日本研修の旅

7 月 8 日から約 2 週間、カンボジアオフィススタッフのナ
リーと CIESF Leaders Academy 教員のキムリアンが日
本研修で来日しました。日本について、そして支援の在
り方を学び、また学校見学などを通して教育について理
解を深める内容の濃い研修となりました。

8 月 24 日、25 日に第 7 期生 41 名を対象に、シーセフ理事・広島大学教授の小川 佳万先生の集中講義が行われまし
た。今回のテーマは「東アジアの教育改善」です。日本人講師の講義ということで、学生たちはいつもより緊張感のある
表情で参加していました。
学生は以前から、カンボジアの教育と他国の教育を比較し、カンボジ
アの教育課題を見つけ改善することが大事だと考えています。しか
し、海外に行ったことがなく想像するのが難しかったり、他国の教育に
ついてクメール語(カンボジア語)で書かれた資料が手に入らなかった

支援者訪問でシーセフの紹介を
させていただきました。

国境なき教師団の元アドバイザー
の方々と意見交換を行いました。

ICT 教育を実施している学校を見学した
り、プログラミング体験をしました。

大学でカンボジアやシーセフに
ついて講義をしました。

りと思うように学ぶことができていないようでしたが、今回の講義は、「と
ても理解しやすく、興味深い内容で今後の研究に活かしたい。」と学

質の高い教育のためにはスキルを身につけること
はとても大切だと感じました。また日本人のおもて
なしの心がとても嬉しかったです。今後はもっとシ
ーセフの活動をたくさんの人に伝えられるようにし
てきたいです。
イアン ナリー

日本の保育園を見学し、教材や教具について学
びました。CIESF Leaders Academy の先生と共有
して、早速手作りして保育の中で実践したいと思い
ます。子どもたちの喜ぶ顔を見るのがとても楽しみ
です。
ハック キムリアン

生たちが話していました。
教育政策大学院大学で学んだ学生たちが、教育現場をより良い環境にしてくれることを期待しています。

