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創立 9年目のバイヨン高校/附属中学校の 

 

 

  今年度の学区３村の中学進学率は約 68% 

 

  生徒たちは主に近隣３村から通っています 

6年前、JSTでは 3村の小学 1年生

の人数調査を行いました。そのとき

の小学 1年生は 286人で、留年等し

ていなければ、現在、全員がバイヨ

ン中学校 1 年生（7 年生）に進学して

いることになりますが、194 人しかい

ません。この地域では、いまだに村

の子供の1/3が小学校で中退してい

ることになります。 

10 年前の小学校中退者は村の子供

の 2/3だったことを考えるとだいぶ減

りましたが、まだまだ多いですね。 

バイヨン高校/附属中学校は、主にアンコ

ールクラウ村、コックベン村、コックタナオ村

の三村から生徒が通っています。 

その他のエリアは、隣の郡、隣の高校エリ

アですが、バイヨン高校の方が距離的に近い

という理由で、隣接学区から通ってくる生徒

も 1割ほどいます。 

また、バイヨン高校は他の学校に比べて授

業内容や学校環境が充実し、先生方の評判

も高いため、あえて越境入学してくる生徒も

います。 

現在は 1000人近い生徒が在籍しています

が、今後、ますます増えることが予測され、

来年度の全校生徒は約 1150人になることが

見込まれています。 



 

 

  

 

 

現在、バイヨン高校/附属中学校

は、生徒数 964 名、午前の部 10 ク

ラス、午後の部 10 クラスに対して、

教師は校長以外 14 名（＋図書管理

1名）のみしかいません。 

英語教師は 6 学年全体で 1 人しか

いませんし、カンボジアの文科省が

定める必要科目のうち、地理や経

済の教師は 1人もいません。 

そのため、クラス数を極力減らさな

ければならず、60人学級が 7 クラス

できています。 

  今年度の授業運営方針 

教師が足りない中、どのように学校運営を行なっているのでしょうか？
ルー校長にお聞きしました！  
 

・受験生（中学 3 年生こと 9 年生、高校 3 年生こと 12 年生）優先の時間割を組んでいま

す。（教育省推奨時間割になるべく近付け、削る科目がないようにする、午前中授業とす

る、など） 

・生徒数は約 1000 人ですので、本来ならば教師は 50 人以上必要です。しかし、14 名し

かいませんので、１人 3科目教えている先生もいます。それでも足りない科目は 6名の市

内学校勤務の教師に授業を依頼しています（化学、地学、生物、地理、公民、歴史など）

が、見つからない場合は、やむを得ず科目を削っています。（右表参照） 

・例えば、英語の教師はソリヤ先生 1 名のみなので、本来週 4 時間必要な英語授業を 2

時間にするなどして対応しています。さらに、ソリヤ先生のみで全クラスの英語授業を担

当しているため、TV モニターを活用して 3 クラス同時英語授業（次項「新たな授業形態

③」参照）を行うなど、苦肉の策も講じています。バイヨン高校/附属中学校のすべての教

師は国が定める規定授業数以上の授業を担当していますが、特に英語のソリヤ先生は

一人で合計週 43 コマ分の全学年英語授業を担当し、さらに週 5 時間、歴史も教えていま

すので、とても大変です。 

・各クラスの時間割に e-learning 専用授業を週 2 時間ずつ設け、生徒が希望する授業科

目のビデオを流して学習しています。（次項「新たな授業形態①」参照） 

  60人学級が 7クラスも!! ２人掛け机に３人座って授業を受けています。 

  教員紹介（全員で 16名） 

 

 

削減
科目

推奨
時間

現
時間

国語 6 4
数学 6 4
英語 4 2
地学 1 0
農業 1 0
国語 6 4
数学 6 4
英語 4 3
地学 1 0
農業 1 0
国語 6 4
数学 6 4
英語 4 2
国語 6 4
数学 6 4
英語 4 2
生物 2 1
国語 5 4
英語 2 1
経済 2 0

12年生 経済 2 0

11年生

削減授業リスト(2022年)

７年生

8年生

9年生

10年生



 

  

 

バイヨン高校/附属中学校では、今年度、JST支援団体様から次のご支援を受けました！ 

１）東京新橋ロータリークラブ様より、大型 TVモニター4台、パソコン 4台、インターネット設備など 

２）宮城県立仙台二華高校様より、大型 TVモニター1台、パソコン 1台など 

３）一宮中央ロータリークラブ様より、200人入れるホールと椅子、プロジェクターと大型スクリーンなど 

※写真は、2022年 1月、3)のホールで始業式が行われている様子です。 

  大型 TVモニター、パソコン、webカメラ等を駆使した新たな授業形態へ 

念願の e-learning授業、本格開始！ 

新たな授業形態①  
現在、教師不足のため、毎年度初めの時間割作成が非常に難しく、
すべての授業時間に教師を割り当てることができません。 
そこで、各クラス週２時間、「ビデオ授業」という時間を設け、TV モニ
ター室で生徒が希望する教科の e-learning授業ビデオを流して学習
しています。 
※ルー校長からの依頼により、JST では皆様からの寄付金より、TV モニタ

ー操作者を一人雇用しております。 

新たな授業形態③ 

右の写真は、英語のソリヤ先生が、一度に複数クラス教える場合

の、大型 TVモニター越しに授業を受けているクラスの様子です。 

隣の教室では英語教師のソリヤ先生が普通に授業を行っています

が、教室に web カメラを設置しています。英語教師は学校に 1人し

かいないため、このように機器を駆使して、2～3 クラス同時授業を

行っています。 
 

新たな授業形態② 

これまでのように、教師が教室で授業を行う場合でも、今年度ご寄

付いただいた大型 TVモニター＋PCは大活躍しています。 

左の写真は、黒板での説明と並行して、モニターに資料などを映し

ながら授業を行う様子です。写真や動画を見せながら説明するな

ど、教師も教え方の幅が広がりました。 

 



 

      

 

バイヨン高校/附属中学校では、今後、生徒数

がますます増えていくことが予測され、教師数

だけでなく教室不足も大きな課題の一つとなっ

ています。 

そこで、8教室分の増築を計画し、資金集めを

行っているところです。資金源として、コロナ禍

以前から行っていた国外の学校との交流も活

発化していく予定ですが、皆さまからの寄付金

もいただけますと、完成時期が早まります。 

どうぞご協力をお願いいたします。 

＜ゆうちょ銀行 JST口座＞ 

名義；ジェイエスティー、普通預金 

口座；記号 10010 番号 97367631 

（他行からのお振込みの場合は、 

店番００八 口座番号 9736763） 

 

↓8教室増築予定場所 

2021年 10月には、東京都立両国高校/
附属中学校と姉妹校提携いたしました！ 

新たな授業形態④ 

左の写真は、３）の 200人入れるホールでの授業の様子です。この

建物ができたことによって、3 クラス合同授業が可能になりました。 

プロジェクターと大型スクリーン、それにスタック椅子もご寄付いた

だきましたので、e-learning配信授業も受けられます。 

また、このホールにはステージがありますので、生徒の発表会など

も壇上で行っています。 

 

新たな授業形態⑤ 

こちらは、日本の高校生とオンライン交流を行っている様子

です。テーマを決めて発表したり、質問し合ったり・・・。パワ

ーポイントでプレゼンテーション資料を作ることから始めるの

で、事前準備も含め、実践的な学習の場となっています。 

また、日本への興味も徐々に深まっているようです。 

 

＜これまでに実施したオンライン交流事例＞ 

・自己紹介、学校紹介、一日の生活紹介 

・校則と身だしなみ、高校生の化粧について意見交換 

・伝統行事、伝統料理の紹介 

・クイズ、ゲームなど 

 

＜これまでに実施したオンライン交流相手校＞ 

・東京都立両国高校/附属中学校 

・宮城県立仙台二華高校 

・聖心女子学院高等部 

・鹿児島情報高校 

・中央大学法学部富田研究室 

・愛知教育大学 

 

生徒および教師一同より、皆様へのお願い 

都立両国高校/附属中学校の生徒会長２人と、 

バイヨン高校/附属中学校のチア・ノル理事長 

バイヨン高校/附属中学校 校舎配置図 


