
外国人訪問者
×

JST への支援グループ

アンコールやまなみファンド
一宮中央ロータリークラブ
NPO 法人 オアシス
関西学院大学

（株 ) 輝水工業
紀南ユネスコ協会

（株 )KDDI
幸田サーキット YRP 桐山
( 一財 ) 国際開発センター (IDCJ)
塩釜ロータリークラブ
自立のための道具の会
聖心女子学院高等部

（株 ) タイワ精機

田辺国際交流協会 (TIES)
東京新橋ロータリークラブ
東京レインボーロータリークラブ
常滑ロータリークラブ
富山ライオンズクラブ
Together To the Future(TTF)
二戸ロータリークラブ
はじめ塾

（株 ) パナソニック
( 株 ) 三田商会
リサイクルの会
ローターアクト（愛知）
Cafe Moi Moi

JST HP：http://www.jst-cambodia.net
　　   Email  ：info@jst-cambodia.net

　 JST メインオフィス  (JASA/UNESCO OFFICE)              
住所：c/o Chea Nol, #056, Group 6, Phum Tropeang Ses,  
             Khum Kokchork,Srok Siem Reap, Kingdom of Cambodia
代表：チア・ノル            Fax:+855-063-760-249
担当： 小出　陽子            TEL:+855-97-8785627( 小出 )    

特別協力：日本国政府アンコール遺跡救済チーム (JASA)
　　　　　日本ユネスコ協会連盟

■ JST 会員随時募集中です！
ご入会いただける方は、JST ホームページより申し込みフォームに
ご記入の上、Email または FAX にて上記連絡先までお送りください。
　個人会員：US$50　又は　￥6000
　JST にご協力くださる団体・企業の方も大歓迎！

2014 年度
活動のご案内

JSTは

遺跡周辺に暮らす

村の人々と共に活動しています

遺跡を護る

子供を支える

地域を育てる

遺跡で働く村人が
　　安心して働ける
　　　　環境をつくる

子供たちの健康と学ぶ力を　　　
　　　　地域を育てる原動力へ

遺跡と文化を継承し
　　子供たちの未来へつなげる

・環境教育
・植林活動
　　　　etc...

・遺跡修復関連教育
・技能員への福利厚生
・ 人 材 育 成　　　　　　
　　　　　　　etc...

・健康支援
・教育備品支援
　　　　　etc...

はじまりは 1994 年。
アンコール遺跡修復事業に派遣された日本人専門家と、作業現場で働く
アンコールクラウ村作業員との、村ぐるみの交流がきっかけでした。
そして、2005 年にローカル NGO として JST が誕生。
カンボジアの歴史・風土に魅せられた 外国人訪問者を巻き込んで、
遺跡と、遺跡で働く村人と、遺跡を訪れる外国人訪問者、
すべての人々が集える “ 場 ” として、
JST が存在できたらと思っています。 

JST

JST の主な活動エリア

日本国政府アンコール遺跡救済チーム (JASA)/

Cafe Moi Moi

アンコール・ワット

プノン・バケン

タ・プロム

シェムリアップ市街地
　　オールド・マーケットへ バイヨン・インフォメーション・センター

バイヨン・ハット

年会費 , 基金のお振り込みは下記の口座をご利用頂けます。
　　　ゆうちょ銀行　名義；ジェイエスティー　
　　　普通預金　　口座；記号 10010　番号 97367631
　　　（他行より；　店番〇〇八　口座番号 9736763）

JST 連絡先

　「カンボジア人からカンボジア人への技術移
転」を目指す当プロジェクトも 2014 年 4 月に
いよいよ第２フェーズを迎え、成長したメン
バーは日々バイヨン寺院のナーガ像、シンハ像
の修復に奮闘しています！
　修復の様子はブログでも更新されていますの
で、ぜひご覧下さい！ Joint  Support  Team 

    for Angkor Preservation and 
              Community Development
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S TJ

　  電話、FAX をご利用の方はこちらからご連絡いただけます 
住所：〒 169-8555    東京都新宿区大久保 3-4-1 55 号館 S 棟 9 階 08  
                                        早稲田大学アンコールプロジェクト研究室 (JST 宛 )
電話 /FAX ：03-5286-3144                      

バイヨン寺院

アンコールクラウ村コミュニティセンター

アンコールクラウ村

バイヨン中学校

西バライ

東バライ

アンコール・トム

JASA 遺跡修復チーム 20 周年！

ナーガ・シンハプロジェクト第 2 フェーズ開始！

JST NEWS 1

JST NEWS 2

※当プロジェクトは JASA の技術指導のもと、日本ユネスコ
協会連盟との共同事業として進められています .

アンコール遺跡の保全と
周辺地域の持続的発展のための人材養成支援機構

　JST の母体である「日本国政府アンコール
遺跡救済チーム（JASA）」は、1994 年の発足
から 20 年がたちました。その間、アンコール・
ワット北経蔵、プラサート・スープラ、バイ
ヨン寺院経蔵の修復を終え、現在はバイヨン
寺院の景観整備を行っています。
　JST では、専門家による修復現場のご案内
や修復体験プログラムを実施しています。興味のある方は E-mail でお
問い合わせください！



遺跡修復技術者等、地域を支える人材を育てるため、今まで中学校がなかった地域に公立の中学校をつくり、学校運営をはじめました。

日本人学生のスタディツアーやインターン生受け入れの他、カンボジアの教育関係者の日本への研修が実現しました。

地域の小学校卒業生の進学率 UP! 地域に根差した特別授業で、子供たちに広い視野を !       JST 制作の
                 「遺跡修復絵本」を教材に

これまで、JST が支援してきたアンコー
ルクラウ村周辺地域には中学校がなく、
中学校進学率は、小学校卒業生の 15％
にも満たない状況でした。地域の子供た
ちは、義務教育を受けたくとも受けられ
ない環境に置かれていたのです。そんな、

「中学校がほしい！」という子供たちの
声にこたえ、JST では、学校用地を提供
し、日本の支援者からの教室建設資金で、
2013 年 10 月、バイヨン中学校を創設し
ました。初年度の今年は、中学１年生の
みの 135 名、小学校卒業生のほぼ全員が
中学校に進学し、未来に向かって勉学に
励む日々を送っています。

バイヨン中学校では、一般の授業の他に、月に数回、地域で活動する専門家を講師にお
招きして特別授業を行っています。今までに、遺跡修復の専門家をはじめ、考古学、民俗
学、淡水魚研究者、NGO 運営者などに、お話いただきました。一般の授業とは一味違う
実践的な内容に、生徒たちも興味津々。将来の夢の幅も広がってきています。

JST の母体である「日本国政府アンコー
ル遺跡救済チーム (JASA)」の修復活動は、
今年で 20 年を迎えました。バイヨン寺
院やアンコール・ワットなどでのこれま
での修復の実績を次の世代へつなげるた
め、JST では、カンボジアの子供たち向
けに「遺跡修復絵本」を製作しました。

バイヨン中学校でも、この絵本を教材
に、カンボジア人修復専門家が、古代の
技術や修復について特別授業を行ってい
ます。地域のみんなが遺跡に興味をもつ
ことが、遺跡を未来につなぐ第一歩とな
ることでしょう！

日本の大学生、インターンとして大活躍！
JST では、2013 年 4 月より、関西学院大学と提携し、半期毎にボランティア学生を受け

入れることになりました。学生は、JST の活動を補助的にサポートするだけでなく、テー
マに沿って調査をしてまとめたり、プロジェクト立ち上げに関わったりと、それぞれに合っ
た課題にじっくりと取り組んでいます。JST では、その他にも、遺跡修復現場での作業補
助を希望する学生も受け入れ、学生にとっても JST カンボジア人スタッフにとっても有意
義な交流の場となっています。

     シェムリアップの教育長ら
                         日本の教育現場を視察

JST では、「日本からカンボジアへ」、「カ
ンボジアから日本へ」の交流の輪を広げ
るお手伝いをしています。

2013 年は、シェムリアップ州と市の
両教育長、教員養成校校長らによる、日
本の教育現場の視察、また、日本の地方
自治体代表によるシェムリアップ州知事
公式訪問が実現しました。

さらに日本からの学生スタディツアー
も多数受け入れ、遺跡修復の現場体験や、
農村部の子供たちとの交流も行われまし
た。これらの交流を通して、村の青年た
ちも、村の未来を支える人材として成長
し、外の世界と村とをつなぐ存在として
活躍しています。

     「カンボジア農村の精神文化
                          を巡るツアー」開始！

カ ン ボ ジ ア の 遺 跡 群 と 農 村 の こ と を
もっと知ってもらいたい、という思いか
ら、JST では保存修復の専門家による遺跡
修復現場のご案内や、村での農村体験や
ホームステイ、村の子供たち、青年たち
との交流など、一般のツアーとは “ ひと
味違う ” カンボジア体験をご提案してき
ました。ツアー収益金は、村の学校や遺
跡修復事業へ還元され、村人の生活や子
供の教育環境も少しずつ改善されてきま
した。

今年は新たに、村人の生活と信仰を短
時間で体験できる「カンボジア農村の精
神文化を巡るツアー」を企画し、実施し
ます。旅を楽しみ、地元の人々と触れ合
いながら、村や遺跡修復を応援してくだ
さる方、ぜひ、info@jst-cambodia.net ま
でご連絡ください！

バイヨン中学校創設！

広がる日カ交流の輪！

2013年 10月　バイヨン中学校開校
　　　　　これまでの JST の活動を総括した新たな取り組みが始まる！

地域と歩む

地域が繋がる
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ブログと Facebook にて、JST の活動とカンボジアの今を発信中！
★ JST  HP               ⇒ http://www.jst-cambodia.net
★ JST Facebook ⇒ https://www.facebook.com/NGO.JST
★バイヨン中学校 Facebook
 　　　　　           ⇒ https://www.facebook.com/bayon.secondaryschool   


