
 

 

 

 

 

 

 

本セミナーはZoomによるオンライン開催です。以下をご確認のうえ、お一人様１アカウントにてお申し込みください。 

・マイクが利用可能で、高速なインターネットに接続された PC 等が用意できること 

・発言等ができる静穏な環境で参加できること 
 

申込方法 下記セミナー参加申込フォームから必要事項をご送信ください 

https://forms.office.com/r/02xU31Yz0i 

     ・いただいた個人情報は、本企画運営の目的にのみ使用いたします 

定  員 100 名（申込締切 6 月 27 日） 

参加方法 参加申込された方に後日お知らせします 

使用言語 英語 

お問合先 info@cshe.nagoya-u.ac.jp   Tel: 052-789-3534（セミナー専用）  

 

講演概要 

カンボジアにおける高等教育は内戦の影響を色濃く受けている。内戦後のカンボジアは知識基盤型経済社会の構築を目指しており、

高等教育はカンボジア成長戦略の重要な柱となっている。本講演では、カンボジアにおける高等教育と高等教育研究の目的および

対象者を問いつつ、発展について報告する。 

カンボジアにおける高等教育 
－誰のための、何のためのものか－ 

Higher Education and its Research in Cambodia: 
For what and for whom? 

UN, Leang 氏 （カンボジア王立プノンペン大学人文・社会学部 学部長） 

名古屋大学高等教育研究センター 第 106 回客員教授セミナー 

Abstract 

The higher education and its research in Cambodia was developed not only recent, but also uneven. The first modern university was 

established only in 1960 and expanded briefly before it was interrupted by the first civil war (1970-1975) and was shuttered by the 

Khmer Rouge regime (1975-1979). It then remained underdeveloped during the second civil war (1979-1991). Only fairly recently 

has higher education and its research become an important pillar of Cambodian development strategy under the influence of the 

logical correlation between innovative knowledge of higher education and its research and the construction of a knowledge-based 

economy and society.  

In this seminar, I will explore the development of higher education and its research in Cambodia after the end of civil war in early 

1990s, focusing on how that affects the indicator of innovative knowledge and development in term of what for and for whom. 

The seminar will be divided into six sections. 1) briefly present the historical background of Cambodia, 2) outline the current 

situation of Cambodian higher education and its research, 3) attempt to answer how did Cambodian higher education and its 

research arrive at their current status, 4) explore the relationship between Cambodian higher education - its research and 

development by trying to answer: What and who is Cambodian higher education and its research for? 5) examine what is the future 

direction of Cambodian higher education and its research. Finally, 6) it will provide a personal concluding remark that suggests an 

alternative future direction of Cambodian higher education and its research. 
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