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第二期生の入園式を行いました
9 月 2 日（土）に、第 2 期生(新 2 歳児)の入園式と 1 周年記念式典を、開催しました。今回の式典に
は、ハン・チュン・ナロン教育大臣のご臨席のもと、カンボジア教育省関係者の方々や、在カンボジ
ア日本大使館、日本人の方々からも、多くのご来賓をお迎えすることができました。教育大臣のご挨
拶では、シーセフリーダーズアカデミー(以下、CLA) 2 期生の入園と 1 周年への祝辞とともに、この
9 年間、シーセフがカンボジアで行ってきた教育支援活動すべてに言及してくださり、教育支援への
感謝のお言葉まで頂戴いたしました。
シーセフがこれまで行ってきた活動は地味で地道な、目に見えない支援です。それゆえに、広報や
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）
寄付を集める活動でも苦労してきました。目立つことなく日々実直に活動しているスタッフやボラ
中
ンティアにとって、大きな励ましとなるお言葉となりました。ご公務がお忙しい中ご臨席の上、祝
辞をくださいました教育大臣に、あらためて感謝申し上げます。
手探りでスタートした CLA も、3 クラス編成となり、新たな一歩を踏み出しました。
CLA の先生に
インタビュー！
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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。

シーセフ

リーダーズ

アカデミー

＼CIESF Leaders Academy が一周年をむかえました／

Q．新はす組さんの様子はどうですか？

「入園したばかりなので、泣いている子が
いっぱいいます。だけど、すごく可愛いで
す。日本の教育をはす組の子どもたちにも
教えることができて嬉しいです。
(はす組の)みんながが 1 期生の子どもたち
と同じくらいできるように、がんばって教

はす組
ソヴァンディ先生

えます！」

↑教育大臣のスピーチの様子
じー

CIESF サポーター募集！

途上国の未来を応援してください。

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

継続寄付

●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)
「国境なき教師団」応援団募集中
●個人サポーター
1 口 1 万円(寄付から 1 年間)

●1 ヵ月に 1 度

1000 円からご支援いただけます

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

幼児の段階から日本のカリキュラムを取り入れた教育を行う、カンボジアでは初となる日本式インタ

■下記の URL からもご支援いただけます。
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/

ーナショナルスクールです。将来的に、日本の高校・大学への留学をうながし、カンボジアのリーダ

※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。

が凄まじい。街中のドブ川は氾濫し、道路の排水溝は間に合っておらず、洪水
状態です。激しい雨の中、楽しそうに遊んでいるカンボジアの子どもたちの強さを
感じました。CLA の子どもたちが高校生になるまであと 10 年・・・。自分はどうなっ
ているだろう (SH）

子どもを育む一貫校
2016 年 9 月 28 日プノンペンにシーセフ リーダーズ アカデミーを開校しました。言語や文化など、

■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。

編集後記 雨季もそろそろ終わるカンボジアですが、ラストを締めくくるスコール

「知」「徳」「体」のバランスのとれた

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。

ーとなる人材育成を目指します。幼稚園、及び小学校・中学校の義務教育課程を履修できる一貫校で
カンボジアの教育省の協力のもと、NGO として認可を受けているシーセフが運営を行っています。
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発表会をおこないました

URD 渋谷第 2 ビル 4F

TEL：03-6418-2480

FAX：03-6418-2481

ご支援ありがとうございます(9 月)

8 月 5 日（土）に、この 1 年間の成長を見ていただく発表
会をはじめて開催しました。会場には、朝早くから多くご
家族が集まり、皆さん、カメラを手に発表会がはじまるの
を今か今かと待っている様子でした。
「知」（あたま）・「徳」（こころ）・「体」（からだ）
のバランスの整った子どもの育成を目指すこの幼稚園で、
子どもたちは、1 年間でいろいろなことができるようにな
りました。入園してきた当初は、泣いてお母さんから離れ
られない子、お友だちになかなかなじめない子、おもらし
してしまう子、お菓子の時間以外は椅子にじっと座ってい
られない子、当たり前ですが、いろんな子どもがいました。

↑ブリッジの発表の様子

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-7-5

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。
9 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 （9/1～
9/30）。

9月
↑音楽に合わせて体操をしている様子

今、CIESF Leaders Academy(CLA)の園舎に一歩入ると、見違
えるような光景です。日本語で大きな声であいさつをしてく
れて、勉強の時間は椅子に座って一生懸命先生の話を聞いた
り作業したりしています。体操でも、でんぐり返りも、ブリ
ッジも、壁逆立ちもほとんどの子どもができるようになりま
した。中には逆立ちのまま横へカニ歩きができる子もいま
す。
3 歳児クラス「ひまわり組」の体操と日本語の勉強、2 歳児
クラス「はす組」の体操と日本語の勉強と続きました。
体の柔軟な子どもたちの体操には、驚きの声が上がり、ちょ
っと苦手な子の番になると、客席の皆さんからも、声援が起
こりました。先生が動植物や国旗などのフラッシュカードを
めくり、子どもたちが答える勉強では、関心のあまりカメラ

の手を止めて撮影を忘れてしまうお父さんお母さんもいたくらいです。1 時間半あまりの時間でした
が、CLA に 1 年通った子どもたちの成長ぶりを見ていただくよい機会となりました。この発表会で、
うれしそうに子どもを連れて帰っていくご家族の姿を見ることができて、スタッフ一同胸をなでおろ
しました。次の発表会でも、もっと成長した姿が見せられるよう、これからも CLA らしい教育をしっ
かり行ってまいりたいと思います。
CLA の先生に
インタビュー！

Q．この 1 年間の子どもたちはどう成長しましたか？
「みんな最初は幼稚園に通ったことがなかったので、慣れるまですごく時間がかかりました。

■法人サポーター(プラチナ)：株式会社ヴィーテック/株式会社日本テレメックス/株式会社エール/株式会社新
紙浅/ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社/株式会社リンクアップ
■法人サポーター(ゴールド)：サナダ精工株式会社/株式会社 Kurokawa/今井産業株式会社/株式会社西澤ロ
イ事務所/株式会社 KTAJ
■法人サポーター(シルバー)：株式会社良選企画
■支援企画寄付：今井産業株式会社/有限会社アップライジング/有限会社エイジ/株式会社西澤ロイ事務所/
スマイルキューブ株式会社/リンベル株式会社/リネットジャパングループ株式会社
■個人サポーター：天谷 幸子/武子 太郎
※以上敬称略

クラウドファンディングに挑戦しています
～子どもたちが毎日幼稚園に通えるようにスクールバスを購入したい！～
シーセフ リーダーズ アカデミーの子どもたちが、安全に毎日の通園ができるようにご協力をお願いし
ます。
さまざまな事情を抱えて、せっかく入った幼稚園をやめていく子どもたちがいます。
雨季は通園路が洪水で毎日通園したくてもできない・・・
両親が共働きで送迎が難しい・・・
そもそも幼稚園が遠いというハードル・・・
そして、カンボジアの交通事故発生率は日本の約 100 倍
子どもたちは、日々危険と隣り合わせな状況です。
幼稚園を楽しいと言ってくれる子どもたち、
「継続してリーダーズアカデミーに通わせたい」という保護者の
思いを受けスクールバスの購入を目指します！

ずっと泣いていている子や哺乳瓶で飲んでいる子もいました。また、最初は日本語もクメー
ル語もわかりませんでした。今では、「トイレに行ってきていいよ。」「いただきます。」
など簡単な生活の言葉が理解できるようになっています。」
あじさい組
キムリアン先生

「シーセフ リーダーズ アカデミーに入園した子どもたちは、すごく成長しました。

・クラウドファンディングページ：クラウドファンディングページ「CAMPFIRE」のページ内で
「シーセフ」で検索をお願いします。
・クラウドファンディング期間：9 月 25 日(月)～11 月 9 日(木)

QR コードからでも検索

・目標金額：200 万円

いただけます。

最初は、みんな幼稚園に来ても泣いてばかりでした。
今は、幼稚園でいろいろな経験をして、自分から何でも「やりたい」と言ったり、「私は何
でもできるよ！」と言っています。シーセフリーダーズアカデミーに入園してから、なんで
も自分でやるようになったことが、1 番成長したことだと思います。
ひまわり組
ソポアス先生

あとは毎日、体操をやっているので力も強くなったし、病気もしなくなりました。」

イラストレーターの
(いちげん)さんが
デザインを提供してくださいました！

→

