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毎月の継続寄付ができるようになりました
支援者の方から「まとまった金額を寄付するのは難しいけれど、クレジットカードで毎月少額の寄付なら手軽に
できるのだけれど・・・」とのお声を頂戴しておりました。
この度、クレジットカード・口座振り込みによる毎月の継続寄付ができるようになりました。
毎月のご支援で、子どもたちに質の高い教育を届けることができます。
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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。

毎月寄付ができること
たとえば
ニュースレター リニューアル
第 2 号 １日３０円/年の寄付で・・
OB 会ベトナム（ダナン）視察ツアー（要ご返信：1 月 12 日）
日本で集めた子ども用絵本を 50 冊以上届けることができ
中

新年あけましておめでとうございます！

ます。
旧年中は大変お世話になりました。本年も引き続きどうぞ
よろしくお願いいたします。
たとえば

１日１００円/年の寄付で・・

昨年度は、カンボジアにおける教育支援事業の一環とし

元気に遊び体を鍛えるための遊具を園庭に設置すること

て「CIESF LEADERS ACADEMY（シーセフ リーダーズ

ができます。

アカデミー）」が開校し、躍進のある年となりました。本年度
も支援活動を継続してまいります。

たとえば

１日１４０円/年の寄付で・・
園児 1 名がレベルの高い教育を受ける学費の 1 か月分を

「国境なき教師団」派遣地域が増えました！

賄うことができます。
昨年の 10 月からコンポントム州小学校教員養成校の支援が新たにはじまりました(カンボジアでは 10 月が進級年度月
となっています)。カンボジアでの「国境なき教師団」派遣は、今までプノンペン市小学校教員養成校、プレイベン州小
学校教員養成校、スバイリエン州小学校教員養成校の 3 校でしたが、派遣地域を拡大して 4 地域 4 校への派遣を行
っております。新たに支援をはじめたコンポントム州では、鈴木光次朗先生が理科教科の指導を行っています。

お申し込み方法
クレジットカード

口座振替

下記の URL、もしくは CIESF ホームページ、トップ
お申込用紙を郵送させていただくので、事務局
https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/
ページのお知らせからお手続きができます。
までご連絡ください。
URL：https://kessai.canpan.info/org/ciesf/sustain/101570/

TEL：03-6418-2480/E-mail：info@ciesf.org

CIESF サポーター募集
「国境なき教師団」応援団募集中

●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）
三菱東京 UFJ 銀行 青山支店（店番 608）普通預金
口座番号 0021714
口座名 公益財団法人 CIESF 理事長大久保秀夫

CIESF 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。

《カンボジア人理科教官向け研修会の開催》
新しく支援を始めるコンポントム州小学校教員養成校の教官を対象に、CIESF の活動方針や活動内容の共有のため
の研修会を開催しました。
研修会では、CIESF 職員やボランティア教師が CIESF の活動方針や活動内容の説明をするのではなく、今まで CIESF
の支援を受けてきた学校のカンボジア人の教官に講師役を務めてもらいました。CIESF が目指す教員養成校の教官
の能力向上のための活動として Team Teaching（カンボジア人教官とボランティアの共同授業）形式での活動や教材
の指導の仕方や教材製作の一例を活動の成果として発表しました。また、教員養成校にある教材の収納方法も見ても
らい、教材の保管の仕方や整理戸棚を見て学んでもらいました。
コンポントム州の教官たちは、「CIESF の今までの活動や目指している方針が深く理解できて、本当に良かった。これか
らは CIESF のボランティアの先生から学び、カンボジアの教育の発展のために頑張っていきたい」と熱い言葉で各人が
語ってくれました。今後、鈴木先生と共にコンポントム州の教育の質向上を目指し、サポートしていきます。
また、今回の研修会のように、カンボジア人がカンボジア人に対して、指導してサポートしていくような場面が今後もさら
に増えていくように、CIESF として継続してカンボジアの教育の基盤作りに努めていきたいと思います。

現場の声に勝る情報はなし！ ③

※ゆうちょ銀行、楽天銀行、クレジットカードでのご寄付について
は、CIESF ホームページをご覧ください。

編集後記 もう早いもので２０１７年となりました。「にじゅうのいいな」という
ことで、なにか HAPPY な年となりそうです！私事ですが、４月からカンボ
ジアに行き CIESF の事業を現地でサポートしてまいります。何事にもチャ
レンジしていきたいと思います！今後ともよろしくお願いいたします。（SH）

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

▲右：鈴木光次朗先生
通訳に実験の仕方を教えている

▲スバイリエン州の教官が実験道具を使用し
指導方法を伝授している

▲理科の実験道具を種類ごとに分けている
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シーセフ リーダーズ アカデミー（CLA）
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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 （10 月～12 月）

CIESF LEADERS ACADEMY（CLA）が 2016 年 9 月に開校してから、約 4 ヵ月経ちました。初めのうちは、1 日中泣いて
いる園児も多く見られましたが、最近では園児たちの元気な声で溢れています。保育園の生活にも慣れてきはじめ、自
分で靴を下駄箱にしまえる子、お着替えを早くできる子が増えてきました。
保育園では、日本の幼児教育カリキュラムを取り入れ、日本語・現地語、算数、体育、音楽、しつけを教えることで、「智」
「徳」「体」のそろった幼児の育成を行っています。また、園児の好奇心・探求心を育むための課外授業も行っています。

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・11 月・12 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（10/1～12/31）。
【10 月】
■法人サポーター(プラチナ)：一般社団法人日本しぐさ協会/株式会社オフィスミツヒロ/株式会社日進中部/株式会社タウン
ズポスト/中央地所株式会社/日本ビルケア株式会社/株式会社ウィルワン/株式会社ロイヤル/経営企画室株式会社 ■法
人サポーター(ゴールド)：株式会社ワコム/プレジール株式会社 ■法人サポーター(シルバー)：ピィスメドレー株式会社■支援
企画寄付：スマイルキューブ株式会社/株式会社 M's-A/有限会社アップライジング/ 株式会社 FIS ソリューションズ ■スペ
シャルサポーター：河野 孝 ■個人サポーター：長田 直久 ■「国境なき応援団」応援団：松田 辰弘/岩﨑 るみ

《 親子で体験！うどん教室 》
丸亀製麺様の全面的なご協力をいただき、うどん教室を
催しました。園児たちは、一生懸命に生地を手でこね、足
で踏み、おいしいうどんに仕上げました。
園児の親御さんも一緒に参加し、初めて見るうどんに園児
たちよりも興味津々でした！

《 クリスマスパーティー 》
CLA、初めてのクリスマスパーティを行いました。赤い服と真っ白なひげを生やしたサンタさんに大興奮の園児たちでし
た。「Locomo 社」さんからご寄贈いただいたお菓子を、サンタさんから嬉しそうに受け取っていました！ありがとうございま
す。

《 音楽の時間 》
日本から音楽家の島田由羽希さんと古賀小由美さんがいらっしゃり、演奏やお歌・踊りのレクチャーをしていただきまし
た。園児たちは音楽の楽しさを知り、素敵な時間を過ごすことができました。また、保育園の先生たちにも音楽のレクチャ
ーをしてくださり、今後の音楽の時間がさらに楽しくなると思います。島田さんからは YAMAHA の電子ピアノをご寄付い
ただきました。丁寧にそして有効に活用させていただきます。ありがとうございます。

CLA では、一般的なカリキュラムだけではなく課外活動も
行い、多くの経験をすることで園児たちの豊かな感受性を
育んでいきます。ご支援・ご協力をくださった皆さま、本当
にありがとうございます。
今後とも CLA の活動への、ご協力よろしくお願いいたしま

【11 月】
■法人サポーター(プラチナ)：株式会社 G proportion アーキテクツ/株式会社日本テレメックス/株式会社フォーバルテクノロ
ジー ■法人サポーター(ゴールド)：株式会社アップルファーム/レレレ建設株式会社/大貫建築株式会社/株式会社フロム・イ
ンパクト/株式会社在り方経営/株式会社エイ・エヌ・エス/株式会社ミューチュアルトラスト/株式会社島本食品 ■法人サポー
ター(ブロンズ)：東海出版株式会社 ■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 ■スペシャルサポーター：河野 孝 ■個人サポーター：宮野光男・祥子
【12 月】
■法人サポーター(プラチナ)：FLS japan 合同会社 ■法人サポーター(ゴールド)：クジラ株式会社/株式会社あるテンプ/株
式会社ウイルエー/タカ・エンタープライズ有限会社/株式会社カウテレビジョン/株式会社野田クレーン/株式会社コウズ/共
立運送株式会社 ■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/株式会社イプラ ■ビジネスモ
デルコンテストスポンサー(ゴールド)：株式会社ジャスト ■ビジネスモデルコンテストスポンサー(ブロンズ)：株式会社ウラタ/株
式会社ストーン・フィールド/株式会社ケイズグループ/株式会社タウンズポスト ■スペシャルサポーター：本多 均/河野 孝/
森 拓也/杉原 博茂 ■個人サポーター：鈴木 育夫/松田 教男/川島 快友/天谷 幸子 ■個人寄付： 宮﨑 義之/花谷
博幸
※以上敬称略

す。
●名称：CIESF LEADERS ACADEMY（シーセフ リーダーズ アカデミー）
●住所：#106 Street 160, Sangkat Teuk Laak Ⅱ, PhnomPenh,Cambodia
園舎は CIESF Business Training Center (CBTC)の校舎の一部を利用
●クラス：2 歳児 1 クラス（定員 20 名）、3 歳児 1 クラス（定員 20 名）
毎年 1 学年を追加し、中学 3 年まで設立。高校以上は日本へ留学を予定
●カリキュラム：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、しつけを教えることで、
「智」「徳」「体」のそろった幼児を育成する
●建学の目的：
・子供の時から「人の在り方」を基本とした日本の教育を行い、公益資本主義を途上国で根付かせること
・将来のカンボジアのリーダーとなる人材を育てること
●授業料：無料（制服等は実費）

カンボジア豆知識 －お正月編－
カンボジアではお正月が３回もあります。２０１７年は１月１日にインターナショナル・ニューイヤー、１月２８日に中国暦の
旧正月、４月１４日からはカンボジア正月です！カンボジア正月では、アンコールワットでお酒を飲みながら踊りあった
り、白い粉を投げ合ったりと、とても盛り上がります。ぜひ、４月のカンボジア正月を味わってみてください！

募集しています！
《学生インターン》
CIESF の事業を日本からサポートしてくれるインターン生を募集しています！ファンドレイジングや広報のイベントの企
画・運営など、インターンが中心となって活動ができます。随時、募集中です！
《国境なき教師団》
カンボジアの教員養成校で質の高い教育を提供できるように、カンボジア人教官の能力向上をサポートしてくださる、
教育アドバイザーを募集しています！
2017 年 3 月下旬には、理科のボランティア教師の希望者を対象としたスタディーツアーを開催する予定になっていま
す。カンボジアで活動する CIESF のボランティアの活動や教員養成校の教官たちの授業を見学できるスタディーツア
ーとなっております。今まで現場で培ってきた経験を、カンボジアの教育発展のために、お力を貸していただけないでし
ょうか。
※ご希望の方は、CIESF 日本事務局へご連絡ください。また、ご相談のみでも承ります。
詳細は CIESF ホームページ、Facebook ページをご覧ください。
URL：www.ciesf.org FB：https://www.facebook.com/ciesf/

シーセフ

