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00150-1-558318 カンボジア教育支援基金2010年  9月 56

　　  　電気が点いて市場もリモデル
               奨学生面接訪問を振り返って

　　　　　　　　　　　　　事務局員　岡本俊樹

　10月からの新学期の奨学生を決める面接のため
に6月20日から25日まで、金子会長、岡宮事務局
スタッフと一緒に各支援校を訪問しました。3月
にもスタディツア－で学生や社会人の皆さんとプ
ロモルプロム校を訪問しているので3カ月ぶりの
現地でした。
　この間の目覚ましい村の発展ぶりに目を見張り
ました。新しい市場は完全に整備されていて、そ
れまで1行だった銀行が2行もできていました。最
近、プレアスダッハ郡の郡都がプロモルプロム校
周辺に移った事も影響しているのではないかとの
ガイドさんのお話でした。

　生徒たちに目を転じますと､「将来の希望は」
との質問に、従来は英語、数学、国語等の教師や
医師といった回答が殆どで、建築等のエンジニア
や会計士といった回答も稀にありましたが、今回
は、それらに加えて英語の通訳、ＮＰＯ団体の職
員、経営者、経済学者、弁護士といった新たな種
類の職業を目指す生徒たちがわずかながらでてき
たのが特徴的でした。これはあくまでも推測の域
を出ませんが、ここ一年程で村に電気が通るよう
になり、媒体に触れる機会が増えてきた事が、希
望する職業の多様化に繋がっているのではないで
しょうか。次回訪問の際にはどのように変化して
いるのか楽しみです。そのような今回の訪問でし
た。

　　　高卒資格試験で好成績
　　　　「ＫＥＡＦ支援のおかげ」
　                 副校長から嬉しいメール

　　    プロモルプロム高校副校長　ポーン先生報告

　カンボジアでは高校卒業時に全国統一の卒業資
格試験があります。高校を終了後､この試験に合
格しなければ高校卒の資格は得られません。大学
へ行くには、この卒業資格試験に合格する事が必
要になります。KEAFが支援しているプロモルプ
ロム高校では、今まで、教科書、教師、教室の不
足などで十分な教育機会が得られず、この試験の
合格率は低く、一昨年までは50％以下でした。合
格者のランクもA～E5段階のうち、殆どがE合格
、D合格が少数という状況でした。
　プノンペン市内や主要都市の高校では、合格率
が90％以上というところが多く、B合格は複数、C
は数十人です。貧しい地域の学校では、合格率は
50％をきる学校が多く、B,C合格0というケースも
あります。
　プロモルプロム高校のポーン副校長からメール
で、今年はじめてＢ合格者が出て、Ｃ合格者も9
名と多く、合格率は80％だったとの報告をもらい
ました。先生方の研鑚の努力と、生徒たちの努力
が大きいと思いますが、ポーン副校長からは、教
科書や辞書･副教材の支援、高校生の奨学金支援
も大きいと嬉しいコメントをくれました。　　　

　B合格　Sorn Tevorn (F)
　C合格　Ny Sreyneth (F)    Noth Savin
         Nou Chantha (M)    Lim Seila(F)
         Sorn Chantha (M)   Sean Rina (F)
         Sen Kunthea(M)      Heang Nay(M)
         Heap Lim (F)　

教科書印刷販売所にて教科書の確認中

                    

4人は奨学生
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      「奨学生面接・教材支援」「奨学生面接・教材支援」「奨学生面接・教材支援」「奨学生面接・教材支援」    

                       事務局員事務局員事務局員事務局員        岡宮喜雄岡宮喜雄岡宮喜雄岡宮喜雄    

          

訪問期日 2010.6.20(日)～26(土) 

訪 問 者  金子会長、岡宮喜雄、岡本俊樹 

訪問目的 中学･高校奨学生面接､教科書等支援 

訪問学校  プロモルプロム高校 

     コンポントゥラバイ高校 

     プレアンドゥン高校 

     プレイトープ中学校 

     バンティチャクライ中学校 

     プラティアート中学校 

 

◎６月２１日◎６月２１日◎６月２１日◎６月２１日((((月月月月)  )  )  )  プノンペンプノンペンプノンペンプノンペン    

・・・・Leng SaiLeng SaiLeng SaiLeng Sai((((レンレンレンレン    サイサイサイサイ))))君大学奨学生と面接君大学奨学生と面接君大学奨学生と面接君大学奨学生と面接    

  プノンペン大学教育学部化学・生理学専攻 

  現在2 年､3 年から専門課程となる 

  プロモルプロム高校の化学教師になるのが希望 

生活費は月35～50 ドル(実家からの補助)､友人 

3 人と共同生活。2 部制なのでアルバイトはし 

ていない。英語(月5 ドル)とコンピューター(1 

ｺｰｽ 15～18 ﾄﾞﾙ)を塾で学んでいる。 

  １～１ヵ月半に１度は実家に帰る｡両親は自分の 

将来を期待している。六男のレン・スィー君は 

プレイトープ中の3 年生。 

  健康のためにはバドミントン｡ＰＣが欲しい。 

 

◎６月２２日◎６月２２日◎６月２２日◎６月２２日((((火火火火))))    

・プロモルプロム中高校・プロモルプロム中高校・プロモルプロム中高校・プロモルプロム中高校 

    校長、副校長、教頭先生ほか３人の先生 

 ①①①①2009200920092009 年年年年 10101010 月の奨学生月の奨学生月の奨学生月の奨学生 合計57 人（2 名退学）  

   10 年生11 人、11 年生21 人､12 年生25 人    

 ②②②②2010201020102010 年年年年 10101010 月の奨学生月の奨学生月の奨学生月の奨学生 合計57 人(面接52 人)   

   10 年生11 人、11 年生24 人、12 年生22 人 

 ③「楓大学生奨学金基金」奨学生候補者の面接③「楓大学生奨学金基金」奨学生候補者の面接③「楓大学生奨学金基金」奨学生候補者の面接③「楓大学生奨学金基金」奨学生候補者の面接    

   名前：Rim Seila(F)  学年：現12 年生 

  成績：2 番／154 人中 

  推薦理由：奨学生候補20 人中一番の成績 

  進学希望：プノンペン大学クメール語 

    進学後は親戚の家で生活 

  家族：父親（プロモルプロム校倫理の教師）      

母親（農業）､兄弟姉妹5 人（2 番目） 

（本人写真はP1 の右下2 番目） 

    

◎６月２３日◎６月２３日◎６月２３日◎６月２３日((((水水水水))))    

・バンティチャクライ中学校・バンティチャクライ中学校・バンティチャクライ中学校・バンティチャクライ中学校 

  面会：校長不在、教師6 名 

 

 ○○○○2010201020102010 年年年年 10101010 月奨学生候補面接月奨学生候補面接月奨学生候補面接月奨学生候補面接            

   現9 年生  5 人（男2、女3） 

・ソンポン小学校・・教材支援 

・プレイトープ中学校・プレイトープ中学校・プレイトープ中学校・プレイトープ中学校・・教材支援 

（教科書等購入報告書参照） 

    ○○○○2010201020102010 年年年年 10101010 月奨学生候補面接月奨学生候補面接月奨学生候補面接月奨学生候補面接            

   現9 年生  5 人（男3、女2） 

  1 人(No.58 Pang Sotinna 女)はタッコー高校    

進学予定(近くに親戚がいる) 

 ※バンティチャクライ､プレイトープ両中学奨学生 

候補9 人の進学先はプロモルプロム高校 

 

   §§§§    元奨学生と偶然の出会い元奨学生と偶然の出会い元奨学生と偶然の出会い元奨学生と偶然の出会い    §§§§        

【付記】 メコン川のフェリー船上で、以前奨学金を

受領していて、現在教師養成所に通っている学生Agn 

Bunny 君が我々を見かけ、声をかけてきた｡「奨学金

をもらっていたので学校に通えました。本当にうれし

かったです。プロモルプロム高校の教師になりたいと

思っています｡」 

◎ ６月２４日(木) 

・・・・    プラティアート中学校プラティアート中学校プラティアート中学校プラティアート中学校    

面会：校長先生、教師9 人、職員1 人 

教科書、運動用品支援のチェック 

○奨学生候補面接○奨学生候補面接○奨学生候補面接○奨学生候補面接    （立会い：校長先生）（立会い：校長先生）（立会い：校長先生）（立会い：校長先生）    

   現9 年生 10 人(コンポントゥラバイ高校進学) 

・・・・    コンポントゥラバイ高校コンポントゥラバイ高校コンポントゥラバイ高校コンポントゥラバイ高校    

面会：校長先生、教頭先生、教師（数学）1 人、 

   教科書、運動用品支援のチェック 

校長先生  

全校生徒数は2,323 人で全国的にも多いほう 

校舎が不足（使える教室25） 

奨学生10 人は一生懸命頑張っている 

大学生への奨学金は？ 

コンピューターがほしい（中古品でも） 

 ○奨学生面○奨学生面○奨学生面○奨学生面接接接接    （立会い：校長、教頭、数学教師）（立会い：校長、教頭、数学教師）（立会い：校長、教頭、数学教師）（立会い：校長、教頭、数学教師）    

全員継続生のため、そろって座談会形式で面接 

緊張もなく終始和やかに展開 

10年生7人､11年生2人（1人頭痛のため欠席） 

      みなさん楽しくやっていますか ・・・ ハイ 

      勉強していますか ・・・ ハイ 

      成績はあがりましたか・・全員が前よりも向上 

（１番がひとり、 ５番以内が数人） 

      友人がたくさんできた 

      大学進学希望､将来の目標・・変わっていない 

      生活状況も従来と変わっていない 

      生徒代表あいさつ（１番の生徒） 
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◎６月２５日(金) 

・・・・    プレアンドゥン高校プレアンドゥン高校プレアンドゥン高校プレアンドゥン高校    

面会：校長先生 

教科書、辞書等支援のチェック 

   全校生徒:2,525 人､大学進学98％ 

   教師が不足、黒板の支援希望(10 枚) 

○奨学生面接○奨学生面接○奨学生面接○奨学生面接    （立会い：校長先生）（立会い：校長先生）（立会い：校長先生）（立会い：校長先生）    

   Yem Pich 君 現11 年生   

成績は進学クラスで14／54 番 

ＩＴ関連の大学へ進みたい 

将来はＩＴ関連の仕事をしたい 

好きな科目は 物理、数学 

お寺から通学している（3ｋｍ 徒歩10 分） 

 

【【【【大竹財団助成金大竹財団助成金大竹財団助成金大竹財団助成金】】】】                

大竹財団から 2010 年 2 月から 2010 年 8 月の期間

（KEAF の2010 年度）の教科書、副教材･運動用品支

援の目的で助成金を頂いており、6 月訪問時も各学校

に計画的に支援しました。 

教科書を中心に、副教材、図書館用図書、運動用品

なども学校の希望を考慮して、順次支援しています。 

①教科書支援①教科書支援①教科書支援①教科書支援：2010.03  2,556 冊 188,555 円 

       2010.06    805 冊  67,444 円 

  内 250,000 円は助成金より支出しています｡ 

   今年度(2009 年10 月～2010 年8 月)中の 

KEAF の教科書支援は4115 冊315,205 円 

②副教材･運動用品等②副教材･運動用品等②副教材･運動用品等②副教材･運動用品等：2010.03    62,261 円 

           2010.06    47,040 円 

  内 100,000 円は助成金より支出しています｡ 

 

下記は支援状況の一例です｡(6 月実施分のみ) 

  

プラティアート中学 教科書･運動用品などを支援 

 

  

コンポントゥラバイ高校   プレイトープ中学 

 教科書支援         運動用品支援 

 

 

プレイトープ中学 教科書･教材の支援 

 

【【【【楓大学生奨学金基金楓大学生奨学金基金楓大学生奨学金基金楓大学生奨学金基金】】】】                

 カンボジア教育支援基金活動の初期に、当時代表だ

った故村井孝至氏が新聞紙上で、学校建設支援協力等

を呼びかけました。斉藤みちるさん、楓千賀子さんの

お二人にはそれ以来、約 10 年の長期にわたって支援

をいただいてきました。楓さんから昨年末、この期間

を通して『カンボジア通信』で支援状況や現地との交

流などを知らせさせていただき感銘しました、と

1,000,000 円の募金をいただきました｡ 

 支援ご希望主旨により、「楓大学生奨学金基金」と

して運用することになりました。1 年に1 人ずつ5 人

に4 年間の奨学金支援をする方向で、学校側と相談し

て奨学生の人選を進めていましたところ、この8 月に

同額の追加支援をいただきました。事務局関係者一同

心から感謝しております。「初心忘るべからず」と今

後も気を引き締めて支援活動を進めていきたいと思

っております｡ 

 

【【【【総会･報告会のお知らせ総会･報告会のお知らせ総会･報告会のお知らせ総会･報告会のお知らせ】】】】             

  第 12 回総会を理事会合同にて下記要領で開催し

ます。会員の方、一般支援者の方奮ってご参加く

ださい。 

 期日：2010 年10 月24 日（日） 13：00 

 場所：JICA 地球ひろばセミナールーム 

 内容：合同総会･理事会 

    現地支援活動報告 

    カンボジアの社会と文化 

     （特別講演 上智大学講師） 

※ 特別講演に関しましては、当初予定して 

いましたプログラムが急に出来なくなり、 

調整中です。別のテーマになるかもしれ 

ません。 

   事務局まで、お問い合わせください。 
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名前 性別 女
学年／クラス人数 成績 12年／64 2
兄弟姉妹 番目 5人 4番目

現住居　通学時間 距離 家-自転車で３０分 5km

女 女
12年／60人 4→3 12年／55 5→2
4人､1人大学生 3番目 4人 4番目

家 3km 家　自転車で40分 6Km

女 女
12年／43 1→7 12年／45 6→4
3人 長女 6人 5番目

家 3.5km 母4年前死去,自転車 7km

女 女 B
12年／42 4→3 B12年／66 15→7
7人中3人高卒 7番目 5人

友人のバイクに相乗り10Km

女 男
12年／50 3→2 12年／45 3→4
10人　家族が応援 9番目 4人､上は7年生まで 2番目

家、自転車で1時間 7km 家 7km

2010.6.22面接

No

写　真

大学専攻希望
将来
家業

4

1 6

9

数学、英語

2010年10月～2011年7月 プロモルプロム高校 奨学生(12年生)紹介   1/4

塾での勉強科目
その他、高校でしたいこと

大学進学希望、自信がある
英語教師
農家　以前より少し良い

好きな科目
英語　1時間

5

数学、英語、物理

大学進学希望、自信がある

塾では､数学と英語

人材大学

大学進学希望、自信がある
地理学の先生

7

4

3

農家､兄弟では最初の高校生

大学進学希望
医者から数学か英語の先生

数学､物理､化学
数学､物理

英語の先生
農家､下は9年生と小学生

数学､クメール語､日本語

生物・英語

数学､物理

農家､1人大学､1人ﾍﾞﾄﾅﾑへ

物理､生物

農家

地理、倫理

数学､英語､化学､物理､生物

弁護士､通訳(日本語･英語）

2

数学の先生
大学進学希望、自信がある

母がいないがあまり困らない

姉2人は縫製工場

8

大学進学希望 自信50％

医者､村で病気の人が多い

会計士

クメール語、英語、地理ｸﾒｰﾙ語､

農家､1人10年迄縫製工場

英語

会計士(会社で）

農家

大学進学希望

数学、物理

農家､2番目の兄が高校

勉強が大好き

農家

個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示



女 女
12年／43 1→3 12年／43 5→8
6人兄･姉は途中退学 4番目 6人中(兄はﾀｯｺｰ12年) 5番目

家 6Km 自転車2H:郡長下宿 15km

男 P 女
12年／54 1→3 12年／44 4→7
3人､7年生と幼児 長男 5人(上3人は中3まで）3番目
大学でITを勉強したい

農家､1ha前より少し悪い
小屋(弟･いとこ)自転車 5Km 自転車2H:郡長下宿 12km

Phon So Cheat 男 Or Sam Nay 女 P
12年／45 1 12年／63 5
4人 兄は芸術大3年 3番目 7人 7番目

小屋2人自転車で10分 10Km 親戚　自転車20分 7km
クメール語､成績向上した

男 男 B
12年／42 1 12年／40 5
8人上は小学校のみ 6番目 4人 4番目

教員養成学校 自信あり

寄宿舎 0Km 小屋･友好学園の近く

男 男
12年／43 2→8 12年／42 5→6
6人兄高校卒で寺に 5番目 8人上は10年で退学 8番目

農家(兄姉は独立している)
親戚(市場の隣) 20km 家､自転車 4km

数学､生物､物理､化学､英語

2010年10月～2011年7月 プロモルプロム高校 奨学生(12年生)紹介   2/4

英語

英語

11

10

農家 前より少し良くなった

19

医者
大学進学希望 自信60％

数学､地学､歴史

医者(困っている村の人助けたい)

大学進学希望 自信50％

ﾊﾞﾝﾃｨﾁｬｸﾗｲ中学継続

英語の先生

医者

数学､化学､物理､英語

英語の教師

15

大学進学希望、自信がある
英語の先生
農家､前よりは良い

数学､英語､化学､物理
英語、物理 クメール語、英語

農家

12

5

銀行員

17

農家､

大学進学希望、自信がある
建築家

16

数学

大学進学希望、自信がある

数学、化学、生物

兄と3番目の姉､休日は手伝う

13

英語

プレイトープ中学継続

農家､休みは手伝う

大学進学希望、自信がある
クメール語の先生

奨学金は塾・文具に

プレイトープ中学

14

数学、英語、生物

農家､商売を始めた､前よりは良い

英語、物理、数学
サッカーが好き､休日は手伝い

農家,両親死去

英語、数学
英語、生物

英語の先生

18

数学

大学進学希望、自信がある

農家､兄は大学2年IT勉強

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示



女 男 P
12年／65 2 11年／45 10→7
5人 1番目 7人､初めて高校進学 4番目

祖母の家(市場の近く) (30Km) 近くの村で小屋

男 M P
12年 5／57 11年／50 26→10

５人　上4人は高校卒 5番目 ７人 4番目

小屋（近くの村） 12Km 親戚の家　自転車 Km

サッカーが好き

女 男 P
11年／62 3→4 11年／50 7→10
5人 1番目  ７人 4番目

家　自転車　 4km  親戚の家　　自転車 11Km

女 女 B
11年／58 1→2 11年／54 2→9
4人 下の面倒見で疲れる 1番目 ５人 4番目

家 自転車40分 8Km 家　友人のバイク同乗 ８Km

男 P 女

11年／50 1→2 11年 １／54

2人､妹ﾌﾟﾚｲﾄｰﾌﾟ中 1番目 ５人　　初めて高校 4番目

小屋近くの村､友人と 20km 親戚（おば）　　自転車 1km

2010年10月～2011年7月 プロモルプロム高校 奨学生(12-11年生)紹介   3/4

農家

英語､クメール語､数学､日本語

23

プノンペン大学　会計
英語と日本語の通訳､会計士

数学､化学､物理
1日2時間勉強､ランプ

22

大学進学
医者
農家､1.5ha

英語
塾では数学､クメール語

 農家

 数学　物理

クメール語　英語　数学

クメール語　数学

24

大学進学希望

農家（休みの日には手伝い）

 英語
 サッカーが好き

 数学

英語

英語教師

27

 農家　　休日は手伝う

英語（教科書を借りる）

6

大学進学希望(人材､数学)

 英語　数学　化学　物理　生

数学教師
大学進学希望

数学

 農家　　家で応援してくれる

クメール語　英語

農家

25

英語､数学､化学､物理
英語

 数学の教師
 農家　　手伝いをする

 大学進学希望（英語　数学）

大学進学希望

21

20

農家　　手伝う

奨学金は希望していた

奨学金は知らなかった　文具

大学進学希望 ８０％自信あ
り

 バドミントンが好き

大学進学希望 70％自信あり

28

英語の教師

英語の通訳

大学進学希望(英語)50％

29

会社員(会計)

英語　数学　物理

会計士

生徒が少ないため塾がない

 数学　英語

 英語　数学

農家 手伝いをする

英語の教師

26

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示



女 女
11年 4／60 11年 1／38
5人下の面倒疲れる 1番目 5人　大学生はいない 5番目

 家　　自転車 ７Km 家　　自転車 ５Km

女 女
11年 3／60 11年 4／50
9人､4人既婚､高校は初 9番目 3人､上2人は高校まで 3番目

家　　自転車 ４Km 家　　自転車 ８Km

女 女
11年 7／60 11年 4／40
 ５人 4番目 3人 1番目

 家　　自転車 ４Km 家　　自転車 ４Km

女 男
11年 2／47 11年 5／60
5人､姉は小卒､1人僧 2番目 4人､上2人は高校まで 4番目

家　　自転車 ８Km 寄宿舎（４人） 15Km

女 男
11年 5／40 11年 5／59
5人､兄(１)は高校生 5番目 9人､上６人高校まで 7番目

家　　自転車 １時間 ８Km 小屋（近く　１人） 10Km

7

2010年10月～2011年7月 プロモルプロム高校 奨学生(11年生)紹介   4/4

 英語　数学　化学　物理

 英語　数学　クメール語
 英語　数学

農家妹７年(友好)妹４年(プ

大学進学希望
英語の通訳

 農家

35

 物理　化学　英語

医師　(みんなを助けたい)

農家　家族で応援してくれ

34

ニュートン大学進学希望
クメール語の教師
 農家　　手伝う

 クメール語
 英語　数学　クメール語

 大学進学希望（英語）
団体（NPO等）に勤めたい

クメール語の教師

 クメール語　英語
 クメール語　英語　数学
 家で20:00～22:00勉強

大学進学希望
化学、物理の教師

 農家　　家族で応援してく

33

クメール語の教師
農家 手伝う､小学､幼

児
 クメール語　英語
 英語　数学
家で20:00～22:00勉強

大学進学希望

32

大学進学希望（英語）
 英語の教師
 農家兄(1)はプノンペン大

 英語　クメール語

家で19:00～22:00勉強

 農家　　４人既婚

 クメール語　数学　化学

大学進学希望

 英語　数学　化学　物理

 化学　物理

家で20:00～21:00勉強
 英語　数学

31 36

 化学　物理　クメール語
 英語　数学

39

数学、化学の教師

大学進学希望

38

農家､家族で応援してくれ
る

大学進学希望
医師　（小さいときから希

 物理

 クメール語

 英語　数学

30

 

37

家で19:00～21:00勉強 家で19::00～21:00勉強

大学進学希望

 農家

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示

個人情報保護のため非表示 個人情報保護のため非表示
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 [  [  [  [ シニアツアーシニアツアーシニアツアーシニアツアー ] ] ] ]    

    カンボジアの世界遺産アンコールワット遺跡の

見学とKEAFが皆さんの協力を得て支援している農

村部の学校を訪問し、学校の実情を見たり、先生

方や生徒たちと交流するツアーを計画中です。時

期は2011年の1月頃の予定です。 

無理をしない日程と、自由度を持ったゆとりあ

る旅にしたいと思っています。会員や支援者の皆

さんの多数の参加を期待しています。関心のある

方は10月末頃に事務局に連絡してください。 

    

 [  [  [  [ 事務局便り事務局便り事務局便り事務局便り ] ] ] ]    

 ボランティアとして『カンボジア通信』の発送

作業に数回手伝いに来てくれた二人の学生さんが、

奇しくも同じ時期に海外留学することになり、有

志で歓送会を催しました。留学先は米国カリフォ

ルニア大学、英国リーズ大学です。1年後には成果

を上げて帰国することを願っています｡ 

 7月下旬には、小淵沢で2回目の合宿を行いまし

た。自由な雰囲気で歓談し、会員の小幡さんから

天体観測、星座についていろいろ実地で教わりま

した。HPもIT技術者の小泉さんと打合せをし、リ

ニューアルの方向を相談しました。 

 

[ [ [ [ カンボジア学校訪問・参加者募集カンボジア学校訪問・参加者募集カンボジア学校訪問・参加者募集カンボジア学校訪問・参加者募集 ] ] ] ]    

 10 月上旬に、事務局関係者がカンボジアの学校

を訪問します。学校訪問に関心のある方、ご一報

ください。学校を訪問し、教科書･副教材･運動用

品等の支援を行い、学校の様子を調査見学し、先

生方や生徒たちとも話し合ったりします｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

［［［［    お願いお願いお願いお願い    ］］］］ 

 パソコン、デジカメパソコン、デジカメパソコン、デジカメパソコン、デジカメ カンボジアの学校の管理

業務に必要になっていますが、地方の学校では大

幅に不足しています｡  

買い替えで不要になったノートパソコンやデジ

カメありましたら、ご支援お願いします｡ 

理科の教科書 中学校で使っていた理科の教科

書で、不要になり処分を考えられている方、寄贈

していただけませんでしょうか。カンボジアでは、

実験道具、副教材総てが不足しています。日本の

理科の教科書は、カラー写真で理解を助けるのに

非常に役に立ちます。 

連絡は、事務局(竹口)まで｡ 

    

［［［［    ボランティアのお願いボランティアのお願いボランティアのお願いボランティアのお願い    ］］］］    

 カンボジア教育支援基金の活動をお手伝いいた

だける方、ご連絡ください。 

１． カンボジア通信の編集作業。宛名シールの作 

成などをパソコンで行います。 

２． カンボジア通信の発送作業。印刷、差込、シ 

－ル貼り、封緘など900通ほど作成し、850通ほ

ど発送します。（3､6､9､12月） 

３． イベント企画（講演会など）の好きな方。 

４． カンボジアの生徒の感想文など、翻訳の手伝 

いをしていただける方。(クメール語) 

※ボランティア作業の後に懇談することが多く、楽しく

おしゃべりしています。お気軽にご参加ください。 

  電話・FAX 048－431－5669（竹口） 

  keafjapan@yahoo.co.jp            事務局 竹口素弘 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。（2010年 6月 3日～2010年 8月 28日） 

年会費、寄付金、奨学金をお振込頂きました方々に心からお礼申し上げます。（敬称略） 

個人情報保護のため非表示
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