
6.Details of the coursc(Syllabus)

University name
(English) CamEd Business School

lJapanese) ケムエアドビジネス学校

Tidc ofthe coursc
(Englsh) Cambodian Economy and the Role of Youth in Development

(Japanese) カンボジア経済と開発における若者の役割

Course duration Sep/01/2022 Dec/31/2022 Day ofthe WIon  17:30～ 19:30

FacultノDepartme

nt targcted

(Enghsh) Faculty of Accounting and Finance

(Japanese) 会計財務学部

Number oF students to be enroned in the course 100 Target students Pursuing Bachelor degree Mediu=l oflanguage English/Khmer

Date of lecture Lecture title
Name oficcturer

(Family)   (First)
Rescarch institute

″1 (English) The world will be united in the near future Sato Ytti Eurasia Foundation

Sept-05 (Japanese) 近い将来、世界は団結するでしょう 佐藤 洋治 ユーラジア財団

″2 (English) Development of inancial markets in Cambodia Barnett Casey CamEd Business School

Sept-12 (Japanese) カンボジアの金融市場の発展 バーネット カセイ ケムエアドビジネス学校

#3 (English) Asian co■lrnunity― vision and prospects Chung 」oon― Kon Eurasia Foundatlon

Sept-19 lJapanese) アジアのコミュニティゼジョンと展望 鄭 俊坤 ユーラジア財団

#4 (E4ghsh) Knowledge and capacity bullding in the current social context Loch Leaksmey Royal Un"ersity of Phnom Penh

Sept-26 (Japanese) 現在の社会における知識と能力開発 ロイ レスミー 王立プノンペン大学

#5 (Englsh) Shared value:A rnotivation for youth Charman Kenneth Paul CamEd Business School

Oct-03 lJapanese) 共有価値 :若者のモチベーション チャマン ケンネアットポール ケムエアドビジネス学校

#6 (English) Cambodian economy and skllls rnismatch― strategy ahead Dash Tapas Rattan camnd Business School

Oct-10 (Japanesc) カンボジアの経済とスキアレのミスマッチ今 後の戦略 ダス 夕′ヽス ランジャン ケムエアドビジネス学校

#7 (English) Labor rightsi Corporate social responsibility Sok Phany Hennes&Mauritz

Oct-17 lJapanese) 労働者の権利 :企業の社会的責任 ノク ファニー ヘンネス&モーリッン

#8 (Englsh) Envifonmental protection and sustainable deveiopment of Cambodia Ouk Sisovann USAID Crccn I「 uturc Acdvity

Oct-24 lJapanese) カンボジアの環境保護と持続可能な開発 ウク シンヴァン USAIDグリーンの将来の活動

#9 (Engl益 h) Governance issues in development Luon ⅣIarch Swiss Cooperation Offlce

Oct-31 (Japanesc) 開発におけるガバナンスの問題 ルオン マーチ スイス協力事務所

″10 (Englsh) Constructive role of youth in society Duong Vuth Ministry of Planning

Nov-7 (Japanesc) 社会における若者の建設的な役割 ドゥオン ヴット 計画省

″11 (EngHsh) Social protection for workers Anton ⅣIariana Oxfam Cambodia

Nov-14 lJapanese) 労働者の社会的保護 アントン マリアナ ォックスファムカンボジア

#12 (Engiish) Rural enterprise development― Benents for yOuth Vatola Sok Hcittr lntomadonat Cambodia

Nov-21 lJapanese) 地方の企業開発若 者にとつてのメリット ノミトラ ツク

#13 (Englsh) Cambodian economy― developmental challenges Kilian Blaise 涎ational Bank of Cambodia

Nov-28 lJapanese) カンボジア経済朝 発上の課題 キリアン ブレイズ カンボジア国立銀行

#14 (English) Cambodian taxation and its contribution to the national economy Eng Ratana Ministry of Economy and Finance

Dec-5 σapanese) カンボジアの課税と国民経済への貢献 エィン ラタナー 経済財務省

#15 (■ ngiish) Social security in Cambodia― Benents and challenges Heng Sophannarith NadonaI Sociat Sccurtty Fund

Dec-12 (Japanesc) カンボジアの社会保障プリットと課題 ヘ ン ゾノくナリット国家社会保障基金

#16 (English〉

(Japanese)

#17 (Englsh)

lJapanesc)

(22GA― ENl)


