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文責：飛矢智希（学生団体 SeedA 代表） 

 

【はじめに】 

このたび、我々学生団体 SeedA は、今年度の夏渡航（8 月 8 日～9 月 4 日）にお

いて、8 月 25 日（金）～8 月 27 日（日）の 3 日間に渡り、第 3 回スポーツフェス

ティバルを開催しました。 

日本人スタッフ合計 17 名に中国・マレーシアより応援スタッフ 2 名を加えた合

計 19 名のスタッフにより運営を行い。全日においてほぼ予定通りフェスティバル

を開催することができました。 

また、最終日にはカンボジアのテレビ局（BTV）の来訪やコミュニティ・リーダ

ーの方の表敬訪問もあり、活動をより一層広げていくことが出来ました。 

本レポートでは、そのスポーツフェスティバルの詳細について記載させていた

だくと共に、今回のスポーツフェスティバル開催にあたってご協力・ご支援いただ

いたすべての皆様に感謝の意を込めて報告させて頂きたいと思います。 

 

【スポーツフェスティバル詳細】 

 

主催  ：   学生団体 SeedA , Janesana International School 

  

実施期間：2017 年 8 月 25 日（金）～8 月 27 日（日）午前 7：00～11：00 

     （8 月 27 日（日）午後 2:00~5:00 より、文化交流会を実施） 

 

実施場所：K11 Sports Club (プノンペン・カンボジア) 

 

対象 ：Janesana International School (私立) 

     SamSum Kosal Primary School （公立） 

     HunNeng Primary School （公立） 

          Psa Derm Thkov Secondary and High School （公立） 

                       より、3 日間計 1000 名の生徒 

 

協賛 ：NPO 法人ワールドシップ・オーケストラ様 

      サムライカレー・プロジェクト様 

      MI-A JAPAN 様 
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【学生団体 SeedA について】 

本レポートでは、団体についての記述は割愛させていただきます。ご了承ください。

★我々の理念や開催目的などについては、ホームページをご覧ください  

（ホームページ：https://www.seedaproject.com/ ）  

 

 

【スポーツフェスティバル詳細】 

3 日間のスポーツフェスティバルは、以下の予定で行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アジェンダ 

 

 

<綱引き> 

 綱引きは、実はカンボジアでも古くから伝わる伝統的な競技です。「乳海攪拌」

というヒンドゥー教の神話から来ているそうです。SeedA のスポーツフェスティ

バルでは毎回実施しており、毎回最も盛り上がる競技の一つとなっています。今回

も例にもれず大盛り上がりでした！ 

 

 

https://www.seedaproject.com/
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<玉入れ> 

 こちらも、スポーツフェスティバルにおいて毎回実施している競技の一つで、毎

回盛り上がること間違いなしの競技になっています。玉の数を数えている時も生

徒たちはワクワクした表情でこちらを見て、一緒に数えます。勝利が決まった時の

盛り上がりは相当なものでした！ 

 

 

 

<大縄跳び> 

 こちらは第二回のスポーツフェスティバルから導入しています。1 回 15 人の少

人数での実施であったため、すべての生徒を参加させてあげることは出来ません

でしたが、プレイヤ―の生徒たちは必死に跳んでいました。最高記録は 3 回ほど。

初めての大縄跳びは、少し難しかったでのでしょうか。 

 

 

 

<MIX リレー> 

 二人三脚 ➝ 背中合わせリレー ➝ 台風の目リレーの順番で速さを競う競技で

す。生徒のみんなにルールを説明するのに時間はかかりましたが、いざ競技となる
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と生徒たちは真剣そのもの。2 人 3 脚は必死さゆえに転んでしまう生徒もいまし

た。ケガがなくてよかったですが・・笑 

 

 

 

<しっぽとり競争> 

 これも日本ではおなじみの競技ですが、カンボジアの子どもたちに向けてとな

ると大変なことも多かったです。しっぽを取られたのを気付かない生徒がほとん

どで、そのまま競技に参加していました。でも子どもたちはとても楽しそうにして

いました！ 

 

 

 

<デカパン競争> 

 フラフープの輪に二人で入り、リレーを行うこの競技。これは子どもたちにとっ

ても単純明快だったようで、ルールを間違えてしまう生徒はいませんでした。競技

はどちらが勝つかわからない接戦になり、最後は大盛り上がりでした！ 
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<輪っか送りゲーム> 

 これもフラフープを使った競技で、子どもたちは一列に並んでフラフープを送

っていきます。手を離さずに体の動きだけを使っての競技で、子どもたちはいろい

ろな工夫をしながら競技に熱中していました。 

 

 

<○△□ゲーム> 

 この競技は、愛知県の藤岡南中学校の生徒のみなさんと協働で考案した競技で、

子どもたちは地面の、掲げられた札と同じマークに向かって走り、先に入ったチー

ムの勝ちという競技です。勝敗は一瞬でしたが、子どもたちは大盛り上がりでした。 
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【スポーツフェスティバルにご協力いただいた団体・企業様など】 

 

■アイセック一橋大学委員会・AIESEC in Phnom Penh 様 

➝アイセック一橋大学委員会様の企画しているインターンシップ企画の 1 機会と

して、スポーツフェスティバルへの参加を頂きました。今年は、日本から当インタ

ーンシップで一名（花本夏貴、明治大学 2年）が参加してくれ、彼を筆頭にインド

ネシア・スペインなどから計 7 名のインターンシップ生がスタッフとして参加頂

きました。また AIESEC in Phnom Penh 様とは、日曜日に開催された文化交流会を

共催しました。他にも、スポーツフェスティバルの翻訳スタッフとして一名お越し

いただきました。 

 

■NPO 法人ワールドシップ・オーケストラ様 

➝スポーツフェスティバル 2日目（8月 26日（土））の閉会式において、オーケス

トラ演奏をしていただきました。約１時間にわたり、様々なジャンルの音楽を演奏

頂いたり、子どもたちの経験として指揮者体験や楽器紹介なども頂きました。１時

間を通して子どもたちも大盛り上がりで、滅多に触れることのできないオーケス

トラ演奏を楽しんでいました。 

 

■サムライカレー・プロジェクト様 

➝スポーツフェスティバル２日目・３日目（8月 26日・27日（土・日））の両日に

おいて、かき氷や飲み物等を出店頂きました。日本ならではの商品に子どもたちも

興味津々でした。スポーツフェスティバルで火照った体に冷たいかき氷は、子ども

たちにとっても大いに癒しになったものと思います。 

 

■MI-A JAPAN 様 

➝スポーツフェスティバルにおいて必要な備品（ホイッスル・ストップウォッチ・

カウンター・バトミントンラケット等）を協賛頂きました。 

 

■Advanced Centre for Empowerment 様 

➝スポーツフェスティバル２日目・３日目（8月 26日・27日（土・日））の両日に

おいて、チャリティーブースの設置を頂きました。また、当団体の職員の方々と、

現在当団体にインターンシップ中（2017 年 8 月現在）の鈴木朝香（東京外国語大

学１年）が主体の「おもちゃ部屋プロジェクト」に協賛させて頂きました。 
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【アンケートの実施】 

 本年はスポーツフェスティバルの閉会後に、プレイヤーとして参加してくれた

子どもたち（時間の都合上、Janesana International School の生徒に限定）にアン

ケートを実施しました。（アンケート用紙は頁に記載）アンケート内容は、当イベ

ントの満足度、イベントへの両親の招致の有無、全般的なスポーツへの嗜好などで

す。 

 結果として、約８０%の子どもたちがスポーツフェスティバルに満足していたと

のデータを得ることが出来ました。しかしながら、両親の参加の有無に関する質問

では、両親の参加率が参加者全体の約 4 分の 1 程度にとどまるなど、次回への課

題も多く見出すことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（アンケートの一例） 

 

【その他】 

 カンボジアのテレビ局（BTV）が当イベントについて撮影・取材を行ってくださ

いました。活動が現地の人々の知るところとなり、さらなる活動の広がりに期待が

出来る出来事となりました。 

 また、当イベントにおいて Community Leader の方が表敬訪問下さり、イベン

トにおいて活躍した子どもたちに表彰・メダルの授与等を頂きました。 
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【今回の予算に関しまして】 

 今回（2017 年夏スポーツフェスティバル）の三日間合計での予算は以下の通り

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配布したアンケート用紙 

（スタッフが教室で生徒に配布・適宜担任の先生の協力で翻訳を頂きました。） 
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【SeedA 参加メンバー】(合計 20 名)（計 7 大学） 

<リーダーズ> 

・飛矢智希（Hiya Tomoki）（一橋大学 3 年） 

・新見真由（Mayu Shinmi）（南山大学 3 年） 

・川口椋（Ryo Kawaguchi）(日本大学 2 年) 

・戸澤壮一（Soichi Tozawa）(早稲田大学 2 年) 

・三宅将太郎（Shotaro Miyake）(中央大学 2 年) 

<運営スタッフメンバー> 

・浅井真由子 (Mayuko Asai)（南山大学 2 年） 

・堀場百華（Momoka Horiba）(南山大学 2 年) 

・内田旭美（Asami Uchida）（南山大学 1 年） 

・杉田衣十美（Itomi Sugita）（南山大学 2 年） 

・中村一貴（Kazuki Nakamura）（南山大学 2 年） 

・早川侑菜（Yuna Hayakawa）（南山大学 1 年） 

・佐々木あかり（Akari Sasaki）(国際基督教大学 2 年) 

・星野優（Yu Hoshino）(国際基督教大学 2 年) 

・稲田美郁（Miku Inada）(東京外国語大学 1 年) 

・丹野紗矢香（Sayaka Tanno）(東京外国語大学 1 年) 

・三宅佑実（Yumi Miyake）（国際基督教大学 1 年） 

・斎藤平太郎（Heitaro Saito）(一橋大学 2 年) 

<特別協力メンバー> 

・June Few (From Malaysia ) 

・Jessie Jiang (From China) 

・小林菜月（Nazuki Kobayashi）(南山大学 2 年) 

 

【各種リンク】 

・当イベント活動内容：https://www.seedaproject.com/2017-8 

・写真集：https://www.seedaproject.com/3rd25-27-08-2017 

・動画：https://www.youtube.com/watch?v=25MBX-6GeL8 

・アンケート結果：https://drive.google.com/open?id=0By-QvA9od1YZRzJrb09wYnlFbVE 

 

当団体では、1 年中を通して運営スタッフ・団体メンバーを募集しています。 

お気軽にご連絡ください！ 

★連絡先：cambodia.sportsday@gmail.com  

          080-2404-8270 (代表：飛矢) 

https://www.seedaproject.com/2017-8
https://www.seedaproject.com/3rd25-27-08-2017
https://www.youtube.com/watch?v=25MBX-6GeL8
https://drive.google.com/open?id=0By-QvA9od1YZRzJrb09wYnlFbVE
mailto:cambodia.sportsday@gmail.com

