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CIESF NEWS LETTER
9 月 30 日(土)、10 月 1 日(日)の 2 日間、お台場センタープロムナードで行われた日本最大級の国際
協力イベント「グローバルフェスタ JAPAN 2017」に初出展しました。当日は天気にも恵まれ、12
万人以上の方が来場しました。
シーセフの出展ブースでは、活動説明や写真展、シーセフ リーダーズ アカデミー(以下、CLA)のス
クールバスプロジェクト(クラウドファンディング)の受付を行いました。また、
「国境なき教師団」
でカンボジアで活動していた先生方、インターン生、ボランティアの方々にもお手伝いいただき、
一緒にシーセフのブースを盛り上げてくれました。ブースには、発展途上国の教育に関心を持って
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）
いる学生、
中 「国境なき教師団」にご関心を持っている方、CLA のスクールバスの模型と一緒に写真を
撮ってくださった方、老若男女問わず多くの方々に立ち寄っていただきました。
発展途上国の現状、シーセフの活動を知っていただく貴重な場となりました。今後ともこのような
機会に出展させていただきたいと思いました。ご来場くださった皆さま、お手伝いしてくださった
ボランティアの方々ありがとうございました。

シーセフ ニュースレター 2017 November

↑スバイリエン小学校教員養成校にて

カンボジアの教員養成校に日本人ベテラン教師を教育アド
バイザーとして派遣し、理科や算数の指導法、実験方法、
教材製作などへのアドバイスを行っています。現在(2017
年 10 月)までに、派遣した教育アドバイザーは、のべ 29 人
となり、4 つの州の教員養成校で活動してきました。
今年度は、プノンペン市小学校教員養成校、スバイリエン
州小学校教員養成校、コンポントム州小学校教員養成校の 3
校で 3 名の教育アドバイザーたちが活動をします。
スバイリエン州小学校教員養成校の校長先生、教官たちは
日本人アドバイザーに教えてもらうことをとても楽しみに
していました。
「教員アドバイザーが来てから、教官たちは
多くのことを教えられるようになった。
」と今までの活動へ
の感謝と、今後の活動への期待を話してくださいました。

「国境なき教師団」応援団募集中

＊詳細は来月号に掲載いたします。

ニアン チョロナックチュン

CIESF はカンボジアの教育を向上するための様々な活動に取り組んでい

今年度活動場所

コンポントム州小学校教員養成校
理科・算数担当

鈴木光次郎先生

ます。子どもたちの将来の選択肢を広げることができ、未来が明るくなる
と思います。仕事をする上で、カンボジアにも貢献できるので気合を入れ

プノンペン市小学校教員養成校

て活動します。どうぞよろしくお願いいたします。

スバイリエン州小学校教員養成校
理科担当

佐藤厚一先生
編集後記 カンボジアでは、10 月から 11 月の頭にかけてお祝い事や
水祭りがあり、休日だらけでした。水祭りといえば、水の掛け合いを
して楽しむのが一般的ですが、カンボジアではボートレースがメイン
のイベントです。3 年ぶりの水祭りは、結構な盛り上がりをみせ、川
沿いには多くの人が集まり、24 時間お祭り騒ぎでした。しかし、水祭
りの影響により、私の家の水が断水してしまう事件が・・・。 (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。
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カンボジアは、1970 年代のポル･ポト独裁政権により、教育は崩壊されました。その後、世界各国の
ODA や NGO により、各地で学校建設や教材支援が行われました。しかし、実際の学校では、教室が
あっても知識の乏しい先生が授業を行っていたり、支援された教材の使い方がわからず、埃をかぶっ
ている教材があるような状況でした。そこで、CIESF ではカンボジアの「教育の質の向上」を目指し
「国境なき教師団」事業を 2009 年から行っています。

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

カンボジア事務局

第

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。

↑ グローバルフェスタの様子付
じー

シーセフ リーダーズ アカデミーの子どもたちが、毎日安全に通園できるようにスクールバスの購
入を目指し、9 月 25 日からクラウドファンディングに挑戦しました。シーセフでは初めての試みだ
ったので不安もありましたが、皆さまの温かいご協力のおかげで、目標金額の 200 万円を達成する
ことができました。ご支援をしてくださった方々、拡散のご協力をしてくださった方々、応援して
くださった方々、本当にありがとうございました。

http://www.ciesf.org

スバイリエン州小学校教員養成校
算数担当

松田辰弘先生
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カンボジア教育省とシーセフが共同で、教育行政官に再教育の場を提供する大学院大学を 2012 年に
開校しました。入学試験を行い選抜された約 20 名が 2 年間かけて先進国の教育の仕組みや管理方法
について学んでいます。カンボジアが抱える教育課題の根本の解決のためには、カンボジア自らが
解決方法を見つけ改善していくことが不可欠です。シーセフはカリキュラムの提供・修士論文の指
導・集中講義の開催などの支援を行っています。

9 月 11 日に教育政策大学院大学の第 4 期生修士論文発表会を
行いました。2 年間で学んだ教育課題の中から、それぞれが
特に関心を持った内容について発表を行いました。研究内容
には、校長先生の学校運営方法についてや小学校教育に対す
る保護者の義務と役割についての研究などがありました。実
際に各学校に行き、指導法や学校運営などを調査したり、先
生方にアンケートを行った人もいました。
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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。
10 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
（10/1～10/31）
。

10 月

↑ 第 4 期生の集合写真

公立学校では、教師の待遇や各教科のカリキュラムの管理などに
多くの問題を抱えています。それは、現場の学校だけでは解決で
きないこともあり、教育省の行政官たちが問題に向き合い、解決
していかなければいけません。そのためにも、これからカンボジ
アの教育を良くしていく教育行政官たちを育成する場は大切にな
ります。卒業した第 4 期生のみなさんの今後の活躍にも期待です。

■法人サポーター(プラチナ)：FLS japan 合同会社/プレジール株式会社/株式会社タウンズポスト/
株式会社オピカ
■法人サポーター(ゴールド)：株式会社 LIFE/株式会社弘陽電設/キリンビバレッジバリューベンダ
ー株式会社/協和交易株式会社
■法人サポーター(シルバー)：株式会社エム・テック
■支援企画寄付：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/株式会社 FIS ソリ
ューションズ
■スペシャルサポーター：長田 満
■個人サポーター：松山 匡延/天谷 幸子/鈴村 準一
※以上敬称略

↑他の人の発表も真剣に聞いている様子

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 の様子を
お届けします。

都度寄付と継続寄付をお選びいただくことができます。
都度寄付
●法人サポーター
1 口 10 万円(寄付から 1 年間)
●スペシャルサポーター1 口 5 万円(寄付から 1 年間)
●個人サポーター
1 口 1 万円(寄付から 1 年間)

継続寄付

●1 ヵ月に 1 度

1000 円からのご支援

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/
※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。

