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インターンシップで学⽣たちによっ

てペンキ塗りなどの⼯事が⾏われた

パイプルーム。写真：キリロム⼯科

⼤学 学⽣‧保護者被害者の会

【⼤学はいま】強制退学された元学⽣たちが怒りの告発！「カ

ンボジアIT界の東⼤」ことキリロム⼯科⼤学で何があったの

か� 

4/12(⽇) 18:00 配信

 新型コロナ感染症で希望に胸膨らます新⼊学の⼤

学⽣が「⾃宅待機」を余儀無くされる今、その希望

が無念にも破れた学⽣たちもいる。カンボジア「キ

リロム⼯科⼤学」が事件の現場である。IT、英語教

育、⽇本にはない教育‧‧‧そうした⾼い理想に憧

れた⽇本の学⽣たちを待っていた現実は、インター

ンシップと⾔う名のペンキ塗り、ハエトリなど「現

場作業」だった。「⼤学で何を学ぶべきか」という

⻘春の期待を裏切るような現実に、元学⽣たちの怒

りの思いは、いまその⼤学に向けられている。今

回、まず学⽣たちの怒りの根拠となる「声」をドキ

ュメントする。 

 

この記事の写真はこちら 

 

 ◼学⽣悲痛！  カンボジア「キリロム⼯科⼤学」で何が起こったのか 

 

 ITと教育、都市開発を融合させ、発展⽬覚ましいカンボジアにスタンフォード並

みの先進的な⼤学を作り上げる！  

 

 ⽣まれが貧しい⼈でも努⼒によって勝ち上がっていける、⽇本にはない教育の仕

組みを作り上げる！  

 

 徹底した英語教育で世界に通⽤する⼈材を排出し、将来的には学⽣3万⼈を⽬指

す！  

 

 このような⾼い理想を掲げ、⽇本⼈によってカンボジアの地に創設された⼤学が

ある。その名も、キリロム⼯科⼤学。⾸都プノンペンから⾞で約3時間半、キリロ

ム国⽴公園内に位置するリゾート⼀体型の国際⼤学である。 

 2014年の開校以来、各メディアはキリロム⼯科⼤学を⼿放しで称賛し、数多くの

企業がスポンサーに名を連ねた。そして2018年、キリロム⼯科⼤学は「実質学費0

円」との触れ込みで⽇本⼈学⽣の受け⼊れを開始。数多くの若者がキリロムの理念

を信じ、海を渡った。 

 

 ところがである。これまでキリロムに⼊学した36名ほどの⽇本⼈学⽣のうち、

2020年4⽉現在残っているのは9名のみ。残りはいずれも退学もしくは休学措置を取
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り、事実上⼤学を去った。さらに⼤学から強制退学させられた学⽣を中⼼として

「キリロム⼯科⼤学 学⽣‧保護者被害者の会」が結成され、⼤学の不正を告発する

ために今後⺠事裁判を起こすというのである。 

 

 ほとんどの⽇本⼈にとって馴染みの薄いこの⼤学で、⼀体何が起きたというの

か。「被害者の会（キリロム⼯科⼤学 学⽣‧保護者被害者の会）」を結成した⽇

本⼈学⽣たちの話を聞いた。 

 

◼最先端のIT系⼤学という謳い⽂句はマヤカシだった!?  

 

「ITと教育を軸にした街づくりという⼤学のコンセプトや、さまざまなメディアで

紹介されていた『カンボジアのシリコンバレー』という⾔葉に⼼を動かされて⼊学

を決めたんです。ところが⾏ってみたらまず授業のレベル以前に、ITを学ぶ環境す

ら整っていないことに愕然としました。授業ではPCとプロジェクターを使うのです

が、それが停電のたびにストップするんです。たまになんてものではなく、停電が

⽇常茶飯事。⻑い時では3⽇間続いたこともありました」（Aさん） 

 

「停電だけならまだしも、IT系の⼤学なのにインターネット環境がありえないほど

悪い。キリロム⼯科⼤学には光ファイバーすら通っておらず共有WiFiを使うのです

が、これがほとんど使い物にならないんです。携帯で⾔うなら、常にデータ通信の

制限がかかっているような状態です。この点だけでも『カンボジアIT界の東⼤』と

いう⼤学の触れ込みとは、はるかにかけ離れたものでした」（Bさん） 

 

 問題は何も停電だけでなく、キリロム⼯科⼤学がウリとする英語教育についても

疑問を持たざるを得なかったと元学⽣たちは語る。 

 

「やはり授業の内容以前に、先⽣が来ないことがしょっちゅうありました。これは

英語だけではなく他の授業でも⾔えることですが、事前告知なしの休講なんて当た

り前で、なかには結婚式で3カ⽉休むと⾔って授業を⾏わなかった教師すらいます。

もちろん代講なんてありません」（Cさん） 

 

「本当にひどいと思ったのは、『学校内を歩いて会った⼈に挨拶をしましょう』と

いう英語の授業。『ハロー』から始める英語というわけです。これはあんまりだと

思って先⽣に抗議をしたら、ものすごい剣幕で英語でまくしたてられました。⽪⾁

ですが授業内容よりもその⾔い合いの⽅が英語の勉強になったとすら感じます」

（Bさん） 

 

◼インターンシップでペンキ塗り＆調理場のハエ取り作業 

 

 そんな内容でも授業が⾏われればまだいい⽅で、元キリロム⽣たちの証⾔による

と、突然授業が休みになり、インターンシップという名の⾁体労働に駆り出される

こともあったという。 

 

「事前にインターンシップがあることは承知していましたが、勉強している内容と

全く関係のない⾁体労働でした。具体的にはパイプルームというリゾートホテルの

⼯事です。僕の場合、最初は2週間くらいで終わると聞いていたのでさっさと終わら

せようと思い、ペンキ塗りをやっていたんですね。ところがひとつ完成させるとも

うひとつ、またひとつとなり、結局3カ⽉続きました。それも『⽇本⼈投資家が⾒に

来るから早く完成させろ！』などと⾔われて。僕はITを学びに来たのであって、ペ
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ンキ職⼈になるためにカンボジアまで来たわけではありません」（Aさん） 

 

「1⽇の半分がパイプルーム⼯事ということもあれば、1時限だけ作業ということも

ありました。そんな時はみんなペンキまみれになって戻ってきて、引き続き授業を

受けるんですよ。あと、学⾷調理場のハエ取りインターンシップもやらされまし

た。ハエ取り紙を使うのですが、そもそもキリロムは衛⽣状態が悪いので焼け⽯に

⽔です。衛⽣⾯については何度も学校に改善を申し⼊れましたが、だめでした」

（Dさん） 

 

 もともとカンボジアという国⾃体、医療や公衆衛⽣が整った国ではない。学⽣た

ちいわく、当然ある程度覚悟の上でキリロムへと来ているが、それでもモノには限

度があるということだった。 

 

「美味しい美味しくないということを⾔っているんではないんです。実際に学⾷で

⾷あたりが続出していて、下痢どころか中には腸チフスにかかって⼊院した学⽣が

いるにもかかわらず、何度申し⼊れても改善されないことに対して僕たちは抗議し

ました。ところが、授業にしろ衛⽣⾯にしろ、学校側に何を⾔っても聞き⼊れても

らえないんです」（Cさん） 

 

「学⾷が危険すぎて⾷べられないので⾃炊をする学⽣もいましたが、寮内は⽕気厳

禁ですから外にカマドを組んで煮炊きをすることになります。というか、そもそも

学⽣寮には冷蔵庫がないので⾃炊⽤の⽣鮮品も保存できないんですね。なぜ冷蔵庫

がないのかについても学校に説明を求めましたが納得できるものではなく、のちに

⼤学の猪塚武代表のブログに『電気を使わない実験をしている』と書かれていたの

には本当に驚きました。そんな実験のことなんて、私たちは聞いていませんから」

（Aさん）
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【関連記事】

⼀⻫休校と学校再開であぶり出された教育現場への過剰な依存

⼩1の⼦をもつ物書きの⽗が⾒届けた1カ⽉「⼀⻫休校」の暴挙【保護者は「ご聖断」を

待つ以外にない⽇本の危機】

学校再開は「定額働かせ放題」と「変形労働時間制」を⾒直すきっかけになるか

卒業‧⼊学‧新学期を前に、休校中の教職員に対して発せられた⽂科相からのメッセージ

緊急事態宣⾔でわかった、給特法改正のその後

最終更新: 4/12(⽇) 18:00
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富⼠フイルムが体重を減らすサプ
リを開発！

詳しくはこちら富⼠フイルム

ドコモでよかった、放置OKの資産
運⽤とは

詳しくはこちらNTTドコモ

前へ 次へ

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e711d19560905da7c010248ca4360edcb0d2dca?page=2
https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/11542?utm_source=headlines.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=relatedLink
https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/11541?utm_source=headlines.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=relatedLink
https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/11466?utm_source=headlines.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=relatedLink
https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/11437?utm_source=headlines.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=relatedLink
https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/11564?utm_source=headlines.yahoo.co.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=relatedLink
https://news.yahoo.co.jp/media/besttimes
https://rd.ane.yahoo.co.jp/rd?ep=A8D6l14AAGdIRxVuoUoAiTS8zH1qRolAj06AvdL6phnZ8AxduHqgrUV7dTnt6ZZqfYv-4UZZcTRi_NswD4LEKC4DIrzy07z7qCZe8-aTOac69sxsS8tYwEVli3V21C_kTkKjt0o35WQKukblMEqKXl9QGhGnBGlQFEjbuMqQVKPhveET6d4fqwS-nPFPsJdrQXCuuUWc01cScKRug7ACfMog6yJH0xpR8zxAvMnlKwv3qhiD5J_p_tRC4be458BsFsV5qZk5-pd9Qga9xrvVuZeEcilvZYwozWCjMbi1Y9e0m-dYj5fha3ml0GBcQLNGFaY38Zksk1Je34BCN_bSa53lg-jIBUjDxfflaBEgX10apMexvd1BokofD3AoGQLWDz7Ya2rjg1amI0gV2L1XaqfAOr41Ze0tsT9E2LJ8iaJQQ8G48HzDxM1I3DvPKdVT-xoBDVY_2PXQirL3t5Ppv6zH5O-c3qokGt-Qbhl46fqj2fqrr-X2AzvU4KnDNil_tPhrSLNxu6-rpnLleJYmJTxV9YUvIXm8MASOrN8IPZf6W7FZDaCv4NPUOmmx2Uf3OCfXoF7zGyQKpjPiN2nS2FrJbyKvs_R254fMsjgb5SpjBx79DpbtbUsGM74WqaklNd7hwK3m4mbYzCg3-tyxEJzJ-qEVDiQC-pBrwohLEMeD33UCQNuIKRY2lt-XJNsIEaOFXB7d0TZlMqg-4pi-uBIVRZe65x1TvDgGbMiRClSUG7IGAHPHD5hHp_mUSs3A2Nn-1ZmG6S6oVmyQytWxO-_8dIx5PS-LduagbprKJRx3Kie4fc531PhY4XzjrU2jq1Ztg3EXkUb4Cn2euukIzO8V1bG3YMLWitRuTQzupuy0TudljQWwWbvhIU8U1JUAIjcRjCEowQKeSoR0KYJaKbinQg5RAko524UXqPR8ax3CsLJ4gVlQWceRPt1Xsx02b-vQKnvDPcYkb_o&v=5
https://feedback.promotionalads.yahoo.co.jp/fdbk?p=qaBJYVYJPyh4vE4EK2Tk8n8n.7n39X8fWr2G2gljIhs8UDe22.nTjte8MX12R0NjfTghiZlMIV4EzKo_t27JZEKlSLqA6f4cCXImYgnEZmkpdY_bpN.Y&a1=eH6Qog0LN2GMgP54FDvEh2VPSoc_Feby1u8tjc6SuC6IIz9rfjJkklJPzmBxgaZRHp6BWmcSLyqNF02eaEALOx1_Fl5V&c=H0gT0kkENCtidNsWDzE0T_uzuwfVWPFuTwM6XxZOmTsM598Vst.UTitnCHEO_NFk_u1FgVzoRTukYaAoEbUmZNlB.0dexuo-&u=L3n1DU4LNjnwfhrYTKcDKaXn_kIm99ExVmUE.uCIOCUs6eohdwFM56mEt8.UyJit160drgIQfWgxYySFm5wo&t1=MXfq3_ELNQMPFxFNVe_u.E1oUYCdTf8UFOWcRlUuP.jIZ0FdFhkqlhox1iXSElqnqnmfe2QX81wep9xfr4oVUTyK9ZDi31_9f283DmzHPLpnRxlc3MlZDZbMFvyPkp60PJ_ZEA5Nih.Hl0hagXXXYJ5G7PRQtHRBAXF3TRFc2p_A6sxYMxq9XDlPkXArRwPNja8o.k6QIaoto9PQcjA5udLlNti9_Lm7lFiWwNHwXlQFl09S0cfb7rHIf.hS
https://rd.ane.yahoo.co.jp/rd?ep=A8D6l14AAK26IK3J3hBfbnVYroJeM16B4vcLQXx0NNN_H3nL8iESFTkVqLVZLkQnitYIFrLsrs1WLCkcYdbb5GZHmgA14GyocFL_rWuoxBlZ2V5vYvDCw8YSVCTLRrec4EIsc0H5C-wONaj2jpVnKIDigRcbag8jozLKK8LcnRYH-JQAhqDJNgYBzx9Kwc2UVm467rX6gwxIU1FD7am2vthC_oZy4hzDfKj7E47ugqFlqBy_G5ksZpP8mJlFqPwOeXSCPp44QVXwGODhmIX-lSrB72Pmrx4T92Mc44KO7xvv3vIL6dDnR075OiCDpHjLoYldDpO734j237TNvKH37UkYzPeNk7uYX5qy5PtXVAE_A3iNjfCCYeMIOk02M0C8-IrtRbuFQLj7wJYmvPwlB0XEdbhZWKlsuf6sL3Mb5KkNWmaKEXuraOvZL32lDqGuUjUpoFtE_q6U3-8MS7vrY6D8pW6RlUjJhpkknOpz1VGIbusNvqWuvWxmrzY9ta0vl38yGS9HEk3qHATFtNIXhkku9WU8tVlp67KN4bGwYdrtC1WWr0DwHIGuYXwEOvGr9j5nHfVFCa9vTBcVLP2fbVJpjDX2rK1fSiY2PZfy32Z7V64snEaqaLk7vHoYjQ-U92hRJ8J_L7GF9fONXJzujMWbQz6ys5L3JLxLRY6dDwS7cTp4gTmtTwSvW4XUjqtjhKbVXVjbqg-qYZdDlyKEqj_6kgr3wl0m2PpsBhBYPjgwVJQHtzfFUAQ2_5zweCz3Z0yiYKaPtd3rqlOEMVDaT6ZGvgQ2awewz7i8OmzJ7PuZHzu01q9rRM4R1PqvbLLzcN6lQPHQoRWLpmLSUeGI8bJXwFwcI7M5piOSjmopwLPddQPOdsDJVTpmsHCj06B6NMwUBGAtsSNgMx2kLoVFgaQvQnz-W3Qh_vnqQZyrp7e6sgla8fYUI-jgKPFQvXT4xAn1n5yK6xbgbNC0x6EzXUhkQujEC7lA3VPmSWaGkgA3Sei_uPMy6VseD4_peeGXnpxARl7IFDYOTQ&v=5
https://feedback.promotionalads.yahoo.co.jp/fdbk?p=kWvUQaYJPyiNV6gSquNW345v7MqJwmeaJFhn4YHzCVK.iCfd.ttw11J4bkds9wMUH_z0Nd76xwUy9a6F.f2ybLtrLOQBkwED4hLo8re8TnOybGo0dGki&a1=POpgrroLN2HsNDTf1IVYy9PP3l_k3XeAYkdNr1Kd1hW6kMltqUuGHDw1aCwrQduruKuJqIenqx.exkMaWPkLAzzz1KbX&c=H0gT0kkENCtidNsWDzE0T_uzuwfVWPFuTwM6XxZOmTsM598Vst.UTitnCHEO_NFk_u1FgVzoRTukYaAoEbUmZNlB.0dexuo-&u=L3n1DU4LNjnwfhrYTKcDKaXn_kIm99ExVmUE.uCIOCUs6eohdwFM56mEt8.UyJit160drgIQfWgxYySFm5wo&t1=MXfq3_ELNQMPFxFNVe_u.E1oUYCdTf8UFOWcRlUuP.jIZ0FdFhkqlhox1iXSElqnqnmfe2QX81wep9xfr4oVUTyK9ZDi31_9f283DmzHPLpnRxlc3MlZDZbMFvyPkp60PJ_ZEA5Nih.Hl0hagXXXYJ5G7PRQtHRBAXF3TRFc2p_A6sxYMxq9XDlPkXArRwPNja8o.k6QIaoto9PQcjA5udLlNti9_Lm7lFiWwNHwXlQFl09S0cfb7rHIf.hS
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e711d19560905da7c010248ca4360edcb0d2dca?page=2


4/16/2020 【⼤学はいま】強制退学された元学⽣たちが怒りの告発！「カンボジアIT界の東⼤」ことキリロム⼯科⼤学で何があったのか⁉ （…

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e711d19560905da7c010248ca4360edcb0d2dca?page=2 1/8

パイプルーム⼯事のインターンシッ

プでは⾼所作業もあった。事故発⽣

時の保障など学校側はどのように考

えていたのか。写真：キリロム⼯科

⼤学 学⽣‧保護者被害者の会

【⼤学はいま】強制退学された元学⽣たちが怒りの告発！「カ

ンボジアIT界の東⼤」ことキリロム⼯科⼤学で何があったの

か� 

4/12(⽇) 18:00 配信

◼学⽣寮に冷蔵庫がない理由は「電気を使わない実

験」!?  

 

 いつまで経っても問題が改善されず、その場限り

の説明に終始する⼤学側。学⽣たちがキリロム⼯科

⼤学に不信感を抱くことになった決定的要因はここ

にあるという。 

 

「とにかく話が通じないし、常識的におかしいこと

を平気で⾔ってくるんです。例を挙げると、投資家

を集めたイベントで、ある⼥⼦学⽣が『キリロムに

ラブホを作ってはどうか』という提案をしました。それに対して代表の猪塚武⽒は

SNS「Twitter」上で『実現できる⽅法を模索してみます』と公⾔したんですね

（2020年2⽉20⽇発信。現在、削除。証拠写真は、キリロム⼯科⼤学 学⽣‧保護者

被害者の会HPにあり）。 

 キリロム⼯科⼤学には未成年の学⽣もいますし、そもそもインターナショナルス

クール併設なので幼児や⼩学⽣もいます。どう考えても不適切だと申し⽴てたので

すが、聞き⼊れられないんです」（Dさん） 

 

「僕はキリロムの現地トップである別宮健三郎副社⻑に直接⾔ったんです。『⺟校

にカップル向けのホテル、つまりラブホが出来て、卒業後にラブホプログラマーと

かラブホエンジニアなんて呼ばれるのは嫌だし、まず常識的におかしくありません

か』と。それに対する別宮副社⻑の答えは『そんなに問題なんですか？』といった

ものでした」（Bさん） 

 

◼「カンボジアの法律は君たちを守らない」 

 

 元学⽣たちは業を煮やした末、ブログなどで情報発信を始めた。そのことを発端

として、強制退学事件が起きた。 

 

「強制退学事件が起きる前にまず、ある学⽣が『何も知らずにキリロム⼯科⼤学に

来るのはよくない』と考えてブログを書いたんですね。そうしたら釜我昌武副学⻑

が『カンボジアの法律だとこれは違法になる』『カンボジアの法律においてあなた

がたを守ることはできない』という脅し⽂句を⾔ってきたんです。それに対して学

⽣が『では保護者と相談します』と返事をしたら『脅すつもりはございません』と

いう返事が来て。そのやりとりも全て残っています」（Dさん） 
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「その時はそれで収まっていたのですが、2⽉27⽇に2期⽣全員が呼び出されまし

た。⾏ってみたらスマホの中⾝を⾒せるように求められ、強硬に拒否した6名の学

⽣は学校関係者と⼤学の保安員、そしてカンボジア警察に囲まれました。携帯の中

⾝を⾒せろ、捜査に協⼒しなければ逮捕すると⾔うんです」（Cさん） 

 

「逮捕するなら礼状を⾒せてくださいと⾔いましたが、はぐらかされてそのまま3

時間監禁されました。カンボジア⼈の学⻑には『ここから出たらギルティ（有罪）

だ』とも⾔われました。そもそも何の罪なのか説明もありませんし、まず⼤学側が

学⽣のプライバシーを犯そうとすること⾃体考えられません。しかも地元警察を使

って学⽣を脅すなんて、到底普通の教育機関のやることとは思えない。しかし、い

まお話ししたのは全て実際に私たちが体験したことです」（Bさん） 

 

◼「強制退学措置は学⽣を守るため」 

 

 退学を⾔い渡された後、ひとりの学⽣が寮で荷物をまとめている際にスキを⾒て

現場に戻り、本物の警察かどうかを確認するため動画を撮影した。それに対し釜我

昌武副学⻑は「撮るな！」と⼀喝し、警備員に学⽣を取り押さえ、データ削除を求

めた。なお、被害者の会によればその際の様⼦は「被害者の会」HPで⾒られるとい

う。（https://www.kit-victims.org/） 

 

動画:キリロム⼯科⼤学 学⽣‧保護者被害者の会  学⽣たちの話によれば、事件の

翌⽇、彼らは不当拘束事件としてカンボジアの警察署へ赴き、猪塚武理事⻑、別宮

健三郎副社⻑、釜我昌武副学⻑、カンボジア⼈学⻑に対して刑事告訴を⾏った。 

 

「同⽇、猪塚武代表によるブログが公開されました。そこには『もしキリロム⼯科

⼤学が加害者とその⾏為に加担した学⽣を告訴した場合、刑務所に⼊れられてしま

う可能性がある事案でした。（中略）逮捕ではなく、強制的な退学を選んだのは⽣

徒の将来を守るためであると我々は考えています』と書かれていたんです」（Aさ

ん） 

 

「学⽣たちのためを思って、刑事告訴されないように強制退学させたと⾔う無茶苦

茶な理論です。しかも、3⽉13⽇にキリロム⼯科⼤学はホームページで2⽉28⽇に学

⽣2名を刑事告訴したと発表しています。守りたいという⽴場から⼀転、⾃らが刑事

告訴されたことを後に知り、学⽣に対する報復的な刑事告訴を⾏ったのだと思いま

す。学⽣に対する告訴を避けるために強制退学したと⾔いながら、同じ⽇に訴え出

ていたんです」（Bさん） 

 

 突然の強制退学を⾔い渡された学⽣たちは、途⽅に暮れた。現⾦も⼤して持って

いなければ、当然エアーチケットの準備などあるはずもないからだ。ただ、幸運に

も事態を⾒かねたカンボジア在住⽇本⼈に保護され、⽇本に帰ることができた。 

 

◼なぜ元学⽣たちは「被害者の会」を結成したのか？  

 

 そうして学⽣たちは⽇本に帰国するやいなや、「キリロム⼯科⼤学 学⽣‧保護者

被害者の会」を結成。その⽬的は⾃分たちの受けた被害を告発することだけではな

いという。 

 

「まず、不当に強制退学となった学⽣の中には、家庭が裕福ではなく⽇本の奨学⾦

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%AE%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
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制度を使ってキリロム⼯科⼤学に進学した⼈もいます。⼤学が謳う『実質学費0

円』、つまり卒業後に条件を満たせばキャッシュバックされるということを信じ

て、無理して奨学⾦を借りた学⽣がいるんです。その救済を求めることが⽬的のひ

とつです」（Aさん） 

 

「強制退学事件後、学校から説明された退学理由は到底納得のできないものでし

た。捜査に協⼒しなかったからといったことに加えて、出席⽇数が⾜りない、不正

にハッキングしたというありもしない理由です。捜査の協⼒なんてそもそも論外で

すが、それだけでなく出席⽇数が⾜りていない学⽣なんていませんし、もし仮にい

たとしても強制退学ではなく留年になるものではないでしょうか。当然ハッキング

なんてありえません。このようなことをしていながら、平気でまだ⽇本⼈学⽣の募

集をしている⼤学です。私たちはこれ以上、同じ被害にあう⽇本⼈が出てしまわな

いように、告発を⾏っています」（Bさん） 

 

「私たちは遊ぶためにキリロム⼯科⼤学へ進学したのではありません。⼤学が掲げ

ていた理念が正しいと思って、勉強のためにカンボジアへ⾏ったんです。その理念

がまやかしであることを、多くの⼈に知って欲しい。⼤学側は私たちの主張を捏造

だと⾔うばかりで、何も根拠を⽰しません。捏造と⾔うのなら、どこがどう捏造で

あるのかしっかり証拠を⽰して欲しいんです。ですから私たちは今後記者会⾒と共

に⺠事訴訟を⾏うために準備をしています。これまでのキリロム側の対応から考え

ると、さまざまな報復措置を取ってくるのではと予想していますが、何があっても

私たちは⼀致して告発を続けていくつもりです」（Aさん） 

 

 現在、「キリロム⼯科⼤学 学⽣‧保護者被害者の会」は訴訟準備を進めると共

に、キリロムに投資をしている企業や個⼈に対して、キリロム⼯科⼤学を⽀援する

のは⽌めて欲しいという嘆願を⾏っている。具体的には元世界陸上銅メダリストの

為末⼤⽒や、震災復興を⽬的として⽴ち上げられた⼀般社団法⼈KIBOW（KIBOW社

会投資ファンド）などだ。しかし、被害者の会の呼びかけに対し、返答が来たのは

2社のみであるという。 

 

 また、キリロム⼯科⼤学は元学⽣たちの主張に対して反論を⾏っている。

（https://www.kirirom.info/lovekit/） 

 

 どちらが正しいのか、ここで論評をすることは適切ではない。 

 なぜならば全てはこれから始まる⺠事裁判で争われることになるからだ。 

 今後どのような展開となるか、引き続き注視が必要だろう。 

（以下、継続取材） 

 

 

⽂：神⼭ 縁 ∕写真：キリロム⼯科⼤学 学⽣‧保護者被害者の会
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【関連記事】

⼀⻫休校と学校再開であぶり出された教育現場への過剰な依存

⼩1の⼦をもつ物書きの⽗が⾒届けた1カ⽉「⼀⻫休校」の暴挙【保護者は「ご聖断」を
待つ以外にない⽇本の危機】
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