ONLINE
研修日程

カンボジアSDGs研修

［ コース］
2021年8月15日
（日）
〜8月21日
（土）
7日間
［募集終了ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
コース］
2021年9月10日
（金）
〜9月16日
（木）
7日間

❶カンボジア社会起業家からお話を聞く。
❷Lecture・ワークショップを通して理解を深める。

SDGsを
知る
世界の
社会課題
を調べる
自らの
SDGS目標を
計画・実行

❸カンボジア人学生と情報・意見交換。
❹WEB/SNS でリサーチ、社会起業家にインタビュー。
❺「社会問題シート」作成、取組みたい事を計画・実行する。
❻1カ月後、
「活動報告書」を Facebook で発表する。

GOAL
世界の社会問題を理解し、
自らのSDGsへの取り組みたい事を
計画・実行する。

1.

SDGsを
知る

カンボジア社会起業家から
お話を聞く

2.

SDGsを
知る

【カンボジア社会起業家：チャンタ氏】
カンボジアのコミュニティの人々を積
極的に雇用して、トレーニングを行い、
銃弾を使用したアクセサリーを制作・
販売をしている。団体創設者のチャン
タ氏のお父様を内戦で亡くし、そのた
めに平和の継承を目的に、銃弾を使用
したアクセサリーを制作しています。

3.

世界の
社会課題
を調べる

カンボジア人学生と
情報・意見交換

【ソーシャルマッチ：金 愛月さん】
同志社大学卒業後、人材会社を経て現
在ソーシャルマッチで勤務。途上国の
社会問題に取り組む社会起業家から、
途上国の社会問題やSDGsの実践事例
をお伝えし、途上国の社会問題に対し
てどのようなことができるのかを解説
いたします。

4.

世界の
社会課題
を調べる

プノンペン王立大学日本語学科学生を
中心に、日本語と英語を使って情報・意
見交換を行い「世界の社会課題を調べ
る」ディ スカッションを行います。日本
語を織 り交ぜての会話ですので、英語
が苦手 でも問題ありません。

5.

自らの
SDGS目標を
計画・実行

「社会問題シート」作成、
取組みたい事を計画・実行する

Lecture・ワークショップを通して
理解を深める

社会起業家にインタビュー
（起業家例）
【インタビュー：原畑
（20代／女性】
カンボジア人社会起業家と日系企業・ 個
人をマッチングするプラットフォーム
ソーシャルマッチfor SDGs設立を展開
する株式会社valueを設立し、代表取締
役を務める。
※他、日本人・カンボジア人社会企業家が日本人
大学生10名に対して1名参加のゲストを予定。

6.

自らの
SDGS目標を
計画・実行

1カ月後、
「活動報告書」を
Facebookで発表する

［Aコース］2021年8月15日（日）〜8月21日（土）7日間
募集終了ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
［Bコース］
2021年9月10日（金）〜9月16日（木）7日間

Schedule
講座名

日程

手段

内容
（変更する場合があります）

Day1

8月15日
9月10日
ーーーーーー

Zoom・SNSなど

Day2

8月16日
9月11日
ーーーーーー

Zoom・SNSなど

4日間

8月17日 〜20日
9月12日
〜15日
ーーーーーーー

Zoom・SNSなど

Day3

8月21日
9月16日
ーーーーーー

●イントロダクション
●レクチャー
●SDGsセミナー
「SDGs解説」
・
「SDGsの達成状況からわかるカンボジアの社会問題」
・
「カンボジアの内戦」など
●カンボジアの社会起業家セミナー ●カンボジアの社会問題のまとめ
●カンボジアキャリアフォーラム
「カンボジア社会問題に取り組む日本人およびカンボジア人を囲んで」
●カンボジア人学生フォーラム
●カンボジア人学生と一緒に世界の社会問題を調査。
チーム単位で進める。
※時間調整など

●プレゼンテーション準備

Zoom・SNSなど

●最終プレゼンテーション
●研修全体の振り返り

※詳細は変更になる可能性があります。

Day2〜Day3：4日間
世界の社会問題をグループにて調査し、
まとめ、
「活動報告書」を Facebookで発表する。

事前課題である「世界が現在抱えているビジネス
の課題を考える」
「これからの 社会問題の取り組み
方を考える」と共に、考えを整理しグループごとに
発表頂きます。

カンボジア人学生と共に、チームごとに分かれて社会問題を考えます。

流れ
チームで分野担当を
分けて、世界の社会問題を
調査する。

チームで調査した
社会問題を共有する。

4日間自主活動
（例）
【1日目】日本の社会問題を各メンバー1つ以上調査
【2日目】カンボジアの社会問題を各メンバー1つ以上調査
【3日目】そのほかの国の社会問題を1つ以上調査/プレゼン準備
【4日目】翌日のプレゼンの準備を行う

【チーム構成】日本人学生4、
5名+カンボジア人学生2名
（日本語スピーカー）
【期 間】DAY2〜DAY3：4日間
【詳 細】チームで取り組む社会問題の国は、指定しない。カンボジアでも日本でもそれ以外の国でも。
【ゴール】世界の社会問題を理解し、自らのSDGSへの取り組みたい事を計画・実行する。

［Bコース］
2021年9月10日
（金）
〜9月16日
（木）
7日間
募集終了ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

申込締切

2021年6月30日(水) ※定員を超える場合先着順での受付

支払締切

2021年7月9日(金)

キャンセルポリシー

「活動報告書」を
Facebookで
発表する。

PROJECT構成

研修日程 ［Aコース］
2021年8月15日
（日）
〜8月21日
（土）
7日間

費用に含まれるもの

これからどのように
社会問題に取り組むのか
を計画する。

チームで調査した
社会問題の中から自分が
取り組みたい社会問題を決める。

●プログラム運営＆ファシリテート費用
（日程表参照）

研修費用
定

員

55,000円
（税込）

40名 ※（最少催行人数 20 名）複数校合同実施

費用に含まれないもの

●通信費

研修開始日の前日から起算して30日前から〜3日前まで：旅行代金の20％
研修開始日の前日から起算して前々日以降：旅行代金の50％
研修開始後または無連絡不参加：旅行代金の100％

研修企画・運営会社：ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社／Tel：075-344-6530
（〒600-8095京都市下京区扇酒屋町289番地デ・リードビル402）
LCE
▶問合せ先／info@lighthouse-ce.com

2021 年夏 ONLINE カンボジア SDGs 研修
募集要項
募集要項
■研修日程：

（A 日程）2021 年 8 月 15 日(日)～21 日(土) 7 日間
＊終了 1 カ月後の 9 月中旬に Facebook 上で事後研究発表をして頂きます。
（B 日程）2021 年 9 月 10 日(金)～16 日(木)7 日間

満席締切り

■申込締切：

2021 年 6 月 30 日(水) ※定員を超える場合先着順での受付

■研修費用：

55,000 円(税込)

■定員：

40 名 （最少催行人数 20 名）複数校合同実施

■プログラムに含まれるもの：

プログラム運営＆ファシリテート費用 (日程表参照）

■プログラムに含まれないもの： 通信費
■参加資格：
プログラムの趣旨を理解し、参加に強い意欲があること。
オリエンテーションを含む全日程に参加できること。
仲間と一緒に切磋琢磨・協力しながらゴールに向かって一生懸命になれること。
自宅でインターネット環境（PC 推奨）があり Zoom 等 Web 会議システムを使用できること。
※一部高校生が参加する場合があります。
■キャンセルポリシー：
研修開始日の前日から起算して 30 日前から～3 日前まで ：旅行代金の 20％
研修開始日の前日から起算して前々日以降 ：旅行代金の 50％
研修開始後または無連絡不参加：旅行代金の 100％
■振込先：
三井住友銀行 京都支店 普通 9318890 ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社
※振込人名義の頭に「SDGS」と入れて下さい。 例： SDGS ヤマダハナコ
■支払締切：

2021 年 7 月 9 日(金) 振込費用は申込者負担にてお願いします。

プログラムのお申込み
Google Form より受付中！
皆様のご参加、お待ちしております
URL: https://forms.gle/YZYAC8pWSRYAbF9e6
プログラムお申込みはこちら

お問い合わせ先:
ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社
E-mail：info@lighthouse-ce.com

