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CIESF NEWS LETTER

現役の先生たちに向けた研修会を行いました

シーセフ ニュースレター
教師派遣事業「国境なき教師団」は、カンボジアのプノンペン市・スバイリエン州・プレイベン州の教
員養成校で支援を行ってきましたが、昨年の 10 月から、コンポントム州での支援も始まりました。
コンポントム州では、初めての「現職教員向け理科教材製作」の研修会を実施しました。教員養成校の
カンボジア人教官に講師役を任せて、教員養成校の付属小学校の現職教官を対象としています。
シーセフの支援で派遣された日本人ボランティア教師から学んだことを、今度はカンボジア人からカン
ボジア人へと継承していく、試験的な研修会です。今年はコンポントム州にて 3 回の試験的な研修会を
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）
実施し、来年は、支援対象地域を拡大して開催していく計画です。
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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・アカデミーが半年をむかえました！

中

第 1 回 理科・教材製作研修会
日程：2 月 9 日(木)
場所：コンポントム州 教員養成校
講師：教員養成校の校長先生、理科教官 3 名
参加者：付属校の教師 23 名
単元：地球の自転と公転
内容：簡易地球儀の製作
感想：
事前にアンケート調査を実施して、現場の先生方が何に
困っているのかを把握し、現地の要望に合った教材製作
を実施する研修会を目指しました。また、現地で手に入
る材料で作製できるように工夫しています。
カンボジアでは、教材製作をする機会も尐なく、集まっ
た先生方は製作に苦戦していましたが、最後には地球儀
を完成し、授業での活用方法も含めて学ぶことができま
した。
教員養成校の教官にとっても日本人から学んだことを現
職教員に指導することで、何度も繰り返し授業の展開な
どを考えることができ、自分達の知識も深められたと思
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/
います。また、この研修会を通して、教師の卵への教員
養成だけではなく、現役の教師やそこに通う小学生への
指導にも役に立つ支援となりました。

太陽と地球の動きを
実践している様子

CIESF Leaders Academy(シーセフ・リーダーズ・アカデミー、以下 CLA)は、昨年 9 月 28 日に開園式を
迎えてから約 7 か月が経過しました。日本の幼稚園・保育園の協力のもと日本の幼児教育のカリキュラム
を取り入れ、日本語・現地語（一部英語も）、算数、体育、音楽、しつけを教え、
「智」
「徳」
「体」のそろ
った幼児を育成しています。
開園当初は、泣いている園児が多く、親も先生もスタッフも慣れることに必死でしたが、今では園児も先
生も共に成長しています。また、園運営に対する親御さんの理解も深まってきていて、様々なご協力をい
ただける関係になっています。
カリキュラムの「知」「徳」「体」に沿って、この半年の報告をいたします。
(あたま)「智を磨く」

智

12 月には、CLA の立ち上げに協力してくださった幼稚園の園
長先生にお越しいただき、実際に絵本の読み聞かせなど、直接
に指導をしてもらい、先生たちも教え方を学ぶことができまし
た。フラッシュカードを使い、日本語や数字、国旗や図形等の
勉強を行うことで、理解も進み、基礎能力が着実に身に付いて
います。

徳

カンボジアでは、ゴミをゴミ箱に入れることや、靴を並べると
いう習慣がありません。また、子どもの靴を親が手伝って履か
せるのが当たり前の文化なので、なかなか園児たちが自分で靴
を脱いで履き替えることができません。しかし、先生の指導の
おかげで、現在ではゴミを捨てること、靴を下駄箱にしまうこ
と、靴を自分で履くことなど良い習慣が当たり前になってきて
います。

地球儀を製作中・・

(こころ)「徳を養う」

完成した地球儀！

「国境なき教師団」応援団募集中
スタッフ紹介

カンボジアオフィス スタッフ ヘン・プロルッチ
1970 年頃から、カンボジアの教育制度が段々と悪化していきました。その源は
ポルポト政権時代に大勢の教授、教師など学者が虐殺されたゆえに、カンボジア
の教育制度が完全に崩壊されました。その問題に対応し、シーセフの事業調整助
手として、カンボジアの教育分野を徐々に改善するため、様々な事業を担当して
います。起業家育成事業、教育政策大学院の事業などでります。

編集後記 現在カンボジアに来ています。バイクが限度を超えた
荷物を山積みにして走っている姿、35 度超えの毎日に慣れてきまし
た。4 月号からは現地の情報やシーセフの情報をいち早く、みなさ
まにお届けできるよう、毎月の発行を目指しています。よし！(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。

体

(からだ)「体を鍛える」
体操では、ひまわり組（3・4 歳児）は 1 年で壁逆立ちを全員が
できることを目標にしています。現段階では 21 人中 17 人の園
児たちができるようになっており、子どもたちの成長、吸収力
に驚かされます。開脚や手押し車なども行い、強い体を作るた
めに日々、鍛えています。また、体育座りで並ぶこと、お友達
の演技を見て待つことなども学んでいます。

CLA では、通常カリキュラムだけではなく、遠足や音楽活動などの課外活動も多く行い、園児たちの好奇心を
高めたり、感受性を育成しています。
ご寄付、ご協力してくださっている企業や団体の皆様には、大変感謝しています。ありがとうございます。
今後も、シーセフでは園児たちがすくすくと成長し、カンボジアの未来のリーダーになれるよう、サポート
していきます。
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カンボジア国内の潜在失業率は、現在も国が抱える課題のひとつと
なっています。
シーセフでは、課題解決のために、若者たちの起業家精神を醸成し、
新しい起業家や社会起業家が誕生し、彼らがカンボジア人の雇用を
生み経済発展の原動力となることを目指して 2010 年から「ビジネス
モデルコンテスト」を開催しています。

2017 年 2 月 11 日、今年で 7 回目となるカンボジアビジネスモデルコンテストの最終選考会と表彰式を開
催いたしました。
最終選考会では、全部で 16 チーム（シニアレベル 6 チーム、ジュニアレベル 9 チーム*）が、各国から集
まった 10 人の審査員の前で、発表を行いました。会場には国内外から約 350 人が観覧に集まりました。
また、表彰式にはカンボジアの教育大臣をお迎えして開催いたしました。
カンボジアビジネスモデルコンテストでは、各チームの優勝者がカンボジア代表として、メコン地域（ラ
オス、ミャンマー、タイ、ベトナム、中国雲南省）とブータンの学生が競うマッキンゼー主催のメコンチ
ャレンジに出場できます。今年はミャンマーのヤンゴンで 3 月 11 日に開催されました。また、メコンチ
ャレンジの優勝者は、5 月 11 日にアメリカ合衆国のカリフォルニア州マウンテンビュー（シリコンバレ
ー）で開催される世界大会に進むことができます。今年は、カンボジアのチームは優勝を逃してしまいま
した。しかし、昨年度よりリアル・ビジネスとソーシャル・ベンチャーの立ち上げを促進するスタートア
ップ・アクセラレーター・プログラムを導入したことにより、今年度決勝に進んだチームのうち 40％以
上（シニアレベル 4 チームとジュニアレベル 3 チーム）が現在事業準備進行中であるか、すでにビジネス
とソーシャル・ベンチャー事業を開始しています。
ビジネスモデルコンテストは今年で 7 年を迎え、実際に事業化をしているチームが増え、非常に嬉しく思
います。今後も、多くの若者が企業家になるためのチャンスの場をつくり、カンボジアの経済発展に影響
を与えられる人材を育成していきます。
今回も多くのスポンサーの方々に支えていただき、コンテストを開催することができました。心から感謝
いたします。
* シニアレベル・・大学院の学生、大学を卒業した若者。ジュニアレベル・・大学の学部生。

途上国の未来を応援してください。

都度寄付と継続寄付をお選びいただくことができます。
●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)
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

都度寄付

継続寄付

●1 ヵ月に 1 度

1000 円からご支援いただけます

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、トップページの「お知らせ」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/
■銀行口座自動引き落としもできますので事務局までお問い合わせください。

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(1 月～4 月)

カンボジアビジネスモデルコンテストを開催しました

CIESF サポーター募集！
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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。
1 月・2 月・3 月・4 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（1/1～4/30）
。

1月
■法人サポーター(プラチナ)：株式会社不二興産/有限会社友愛商事/株式会社創建設計/サムライヌードル株式会社/
株式会社おたより ■法人サポーター(ゴールド)：株式会社 FINE TRADING JAPAN/アサヒ・ドリーム・クリエイト株式
会社/株式会社セキュリティーフォーユー/合同会社 Arete ■法人サポーター(シルバー)：有限会社アップライジング
■法人サポーター(ブロンズ)：谷川工業株式会社 ■支援企画寄付：有限会社アップライジング/スマイルキューブ株式
会社/株式会社 M's-A/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：
本多 均/野口 哲郎 ■個人サポーター：天谷 幸子 ■「国境なき教師団」応援団：栗原 静子/堀田 謙一

2月
■法人サポーター(プラチナ)：ツヤトモ株式会社/株式会社フォーバル/株式会社リックプレイス/三栄ビルサービス株
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)：NPO 法人ひよこ会/株式会社ミヤコケミカル/株式会社
こうしんづか/株式会社グランドビジョン ■支援企画寄付：有限会社アップライジング/サムライヌードル株式会社/
スマイルキューブ株式会社/株式会社オピカ/株式会社フォーバル/徳永製菓株式会社/有限会社エイジ/株式会社コウズ
/株式会社タウンズポスト/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/ヒビキ/ミツハシ ヨシ
ヒロ ■個人寄付:塚田 隆弘/ヤマグチ ミカ

3月
■法人サポーター(プラチナ)：IINA 株式会社/株式会社キャディッシュ/社会保険労務士法人マッチアップ/株式会社ソ
ーシャルマーケティング研究所/株式会社山陽パーツ/株式会社中部 CIC 研究所/興亜商事株式会社/徳永製菓株式会社/
有限会社エイジ/港製器工業株式会社/徳永製菓株式会社 ■法人サポーター(ゴールド)：メイク広告株式会社/株式会社
フリーセル
■法人サポーター(ブロンズ)：株式会社シンコーハイウェイサービス ■法人協賛：キリンビバレッジバリューベンダ
ー株式会社 ■支援企画寄付：有限会社アップライジング/スマイルキューブ株式会社/株式会社 M's-A/リネットジャパ
ングループ株式会社/徳永製菓株式会社 ■個人サポーター：天谷 幸子

4月
■法人サポーター(ゴールド)：株式会社フロム・インパクト ■法人サポーター(シルバー)：株式会社トランスマリー
ン/オリックス株式会社/株式会社 GLOBAL FLAT ■法人寄付：株式会社 FINE TRADING JAPAN ■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/有限会社モイスティーヌ仙台販売/株式会社オピカ/スマイルキューブ株式会社
■個人サポーター：柳橋 康一
以上敬称略

CIESF 毎月寄付

シーセフの支援活動は、寄付で成り立っています。皆さまのあたたかい
お気持ちをお待ちしております。

※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。

※以上敬称略

