Ⅰ

学校の沿革

１９３３年（昭和８年）９月

バンドン日本人学校設立
（児童数２３名，幼稚部小学校低学年）
小墻龍一訓導を迎える。日本人会館内に教室増設。

１９３４年（昭和９年）

伍賀訓導夫妻赴任（校長着任）

１９３７年（昭和１２年）

学校設立（場所グレート・レンコン）ジャワで４番目
の日本人学校 ４教室，運動場，４部授業を実施（午
前幼稚部，午後小学部）

１９３９年（昭和１４年）

石原愛子訓導を迎える。（教員数５名）

１９４１年（昭和１６年）

９月

戦争激化のため閉校。

バンドンに在住した日本人は，古くは明治末期から見られ，主として商業活動を行っていた。その最盛期は日本人
学校と期を一にし，昭和１０年代であったと思われる。特筆すべきは，バンドンにできた初めてのデパートは，日本
人の経営による千代田百貨店といい，現在のアジア・アフリカ通りに位置しており，この事実をもってしても，かな
りの人数の邦人がいたと思われる。邦人数の増加によって設立された日本人学校には，バンドン工科大学の学生等も
日本語を学んでいるため，４部制の授業を組む等，特色ある教育を行っていたと思われる。
（前田治行編『ジャガタラ閑話』より）
＜１９７７年（昭和５２年）＞
３月
バンドン日本語補習授業校開校
パジャジャラン大学近藤氏宅
パジャジャラン大学講師，牧師２名，教育大学留学生の計４名の講師によって，火曜日，土曜日の週
２日，補習授業を行う。
（児童数６名
インターナショナル校通学者）
７月
日本語文化学院を借用して，授業をする。
＜１９７８年（昭和５３年）＞
４月
日本政府公認の補習授業校となる。
６月
バンドンジャパンクラブを再編成
学校維持部会発足
８月
全日制補習授業校新校舎貸借契約（ＪＬ．ＣＩＰＡＧＡＮＴＩ
９月
授業開始（専任教師１名，児童１１名）
１０月
現地採用教員 鬼頭奈津子教諭 着任

９９）

＜１９７９年（昭和５４年）＞
４月
専任教師１名，母親先生数名，児童数１３名
６月
専任教師辞任により，大西講師（大学留学生）を中心に母親先生によって教科経営
１１月
現地採用教員 山本晴一郎校長 着任
１２月
校章制定
＜１９８０年（昭和５５年）＞
４月
文部省派遣教員 沼山 満教諭 着任
園児・児童数（幼稚部１３名，小学部１６名）幼稚部は２名の講師，小学部は，２名の専任教師にて
複式指導を行う。
７月
学校教育目標設定
８月
校舎移転（ＪＬ．ＣＩＵＭＢＵＬＥＵＩＴ １９９） 賃借契約
小学部４教室，幼稚部２教室，音楽室，視聴覚室等を設置
＜１９８１年（昭和５６年）＞
３月
小学部児童数増により，１教室増設。
４月
幼稚部講師２名，小学部専任教師２名を中心に母親先生１５名も教科指導にあたる。園児・児童・生
徒数(幼稚部9 名,小学部26 名,中学部1 名)
＜１９８２年（昭和５７年）＞
１月
現地採用教員 永井由美子教諭 着任
３月
児童数増により１教室増設 トイレ，手洗い新設
４月
幼稚部専任講師ムルヤルト芙美子教諭及び２名の講師，小学部専任教師３名による複式指導を中心に，
教科担当として母親先生７名が指導にあたる。園児・児童・生徒数(幼稚部16 名,小学部31 名,中学部1 名)
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５月
学校農園完成（水田，野菜畑）
＜１９８３年（昭和５８年）＞
３月
文部省派遣教員 沼山 満教諭 離任
４月
文部省派遣教員 平野英雄教諭 着任
園児・児童・生徒数（幼稚部１７名，小学部２８名，中学部２名）幼稚部教師４名，小学部専任教
師３名による複式指導を中心に，教科担当として母親先生１３名が指導にあたる。
観察池完成
父母の会発足
９月
現地採用教員 酒井久美子教諭 着任
１０月
現地採用教員 山本晴一郎校長 離任
＜１９８４年（昭和５９年）＞
３月
別館賃借契約
現地採用教員
永井由美子教諭 離任
４月１２日 文部省派遣教員
山田富雄校長 近藤栄一教諭 着任
現地採用教員
畠山和美教諭 着任
１７日 アンツーカーの運動場設置，駐車場の拡張，改修工事完成，
放送設備設置
１８日 バンドン日本人学校開校式典
（在インドネシア日本大使館中村順一公使ご夫妻他多数来賓出席）
１９日 始業式，入園入学式
５月 ９日 在インドネシア日本大使館日本大使山崎敏夫大使ご夫妻来校
アライアンススクールとの交歓試合
７月１５日 大運動会（ＩＫＩＰグランド）
１０月１８日 交流学習（バンドン教育大学付属小学校）
１１月 ６日 海外子女教育振興財団水野富士夫事務局長来校
２４日 在ジャカルタ総領事館岩田勇総領事来校
１２月１２日 学芸会
＜１９８５年（昭和６０年）＞
１月１３日 在インドネシア大使館武藤大使来校
３月１４日 卒業式，修了式，校歌制定
４月１１日 文部省派遣教員 福島秀毅，松本昭彦教諭 着任
１８日 開校１周年記念日（記念誌『バンドン』発行）
７月 ７日 ２階ベランダ手すり工事完了
９月 ２日 ２学期始業式，着任式
現地採用教員 高橋香教諭 着任
８日 在ジャカルタ総領事館鈴木甫総領事来校
１４日 現地採用教員 酒井久美子教諭 離任
１０月 ２日 学校夜警員雇い入れ
１０日 校内スポーツ大会
１１月 ９日 インド人学校児童４０名来校
２２日 文部省千葉清人指導係長来校
＜１９８６年（昭和６１年）＞
１月１５日 海水魚水槽設置
２月１０日 交流学習（ＩＫＩＰ付属小学校）
３月１３日 学校教育法施行規則６３条２号に規定する在外教育施設として中学部が認可される。
１４日 幼稚部卒園式
１５日 小学部卒業式
２０日 文部省派遣教員
平野英雄教諭 離任
現地採用教員
畠山和美教諭 離任
２５日 学校ペナント作成
４月１０日 文部省派遣教員
大森義信教諭 着任
現地採用教員
田中美穂教諭 着任
５月 ７日 日本訪問のインドネシア中学生来校
１１月１７日 海外子女教育振興財団尾向専務理事一行来校
＜１９８７年（昭和６２年）＞
２月２０日 第１回インドネシア語・英語暗唱大会
３月１３日 卒園式
１４日 卒業式，離任式
文部省派遣教員 山田富雄校長，近藤栄一教諭
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離任

４月１１日
６月１７日
８月 １日
１４日
９月 ５日
２６日
１０月２７日

文部省派遣教員 竹之内武熊校長，花澤紀教諭
中学部３年修学旅行（プロースリブ）
学校大規模改修工事
ＰＥＲＳＡＤＡ 交歓（浜松小中高生来校）
在ジャカルタ総領事館保坂兼二領事来校
塩川文部大臣夫妻来校
インター校との交流学習（本校）

着任

＜１９８８年（昭和６３年）＞
１月２０日 中学部卒業証書仮授与式
３月１４日 卒園式
１５日 卒業式，離任式
文部省派遣教員
福島秀毅，松本昭彦教諭
離任
現地採用教員
高橋香，田中美穂教諭
離任
４月 ７日 文部省派遣教員
来海正幸，馬場博邦，村井孝之，
望月敬剛教諭
着任
現地採用教員
長谷川悦子，杉原陽子教諭 着任
５月 ７日 文部省派遣教員
竹之内武熊校長
離任
１１日 文部省派遣教員
海江田幸雄校長
着任
６月２４日 社会見学（ユニロン）
１７日 ジャパンクラブ夏祭り児童生徒出演
１９日 在ジャカルタ総領事館真鍋総領事来校
１１月２６日 文部省高橋誠専門官来校
＜１９８９年（平成元年）＞
３月１４日 卒園式
１５日 卒業式，修了式，離任式
１６日 文部省派遣教員 大森義信教諭
離任
４月 ７日 文部省派遣教員 白濱正人教諭
着任
７月１０日 教室増築に伴う工事開始
９月 ９日 インド人学校（ネール・メモリアル・スクール）との交歓会
１０月１８日 在ジャカルタ総領事館塩谷和総領事来校
１２月 ８日 雹が降り，校庭のナンカが突風により倒れる。
２２日 ２学期終業式，中学部仮卒業式
＜１９９０年（平成２年）＞
３月１５日 卒園・卒業・修了証書授与式，離任式
文部省派遣教員
花澤紀教諭
離任
現地採用教員
長谷川悦子，杉原陽子教諭 離任
４月 ７日 文部省派遣教員
森崎義博教諭
着任
現地採用教員
深沢陽子教諭
着任
６月１１日 第１回国際スポーツ集会（ヒドゥップバルー校児童来校）
１０月 ７日 運動会
１２月 ３日 学芸会
＜１９９１年（平成３年）＞
１月２５日 中学部仮卒業式
２月１６日 ＩＫＩＰ付属小学校との交流学習（本校）
３月１４日 卒園・卒業・修了証書授与式，離任式
文部省派遣教員 馬場博邦教諭
離任
１５日 文部省派遣教員 来海正幸教諭，望月敬剛教諭 離任
１６日 文部省派遣教員 海江田幸雄校長
離任
４月１１日 文部省派遣教員 大城淳男校長，小形進教諭，
松田弘和教諭，伊東康則教諭 着任
１９日 着任式，始業式，入園式，入学式
（在ジャカルタ総領事館春田領事臨席）
６月１１日 第２回国際スポーツ集会（ヒドゥップバルー校児童来校）
２７日 修学旅行（小学部５・６年）ジャカルタ方面（～２９日）
７月２０日 タタン氏講話（インドネシアの歴史等について）
１０月 ６日 運動会
１１月２０日 社会見学（ＢＡＮＩＮＵＳＡ，ＮＩＫＫＡＴＳＵ，ＥＷＩＮＤＯ）
１２月 ８日 学芸会
２０日 ムルヤルト芙美子女史講話
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＜１９９２年（平成４年）＞
１月２８日 ＩＫＩＰ付属小学校との定期交流会
３月１４日 卒園，卒業，修了式，離任式
文部省派遣教員 白濱正人教諭
離任
現地採用教員
深沢陽子教諭
離任
１５日 文部省派遣教員 村井孝之教諭
離任
４月１０日 文部省派遣教員 大野三知男教諭，西澤智鶴教諭，笠島博教諭
現地採用教員
伊藤史代教諭
着任
２０日 着任式，始業式，入学式在ジャカルタ総領事館山本領事臨席）
５月１５日 遠足（ジャティフル湖）
６月１４日 運動会
２９日 修学旅行（小学部５年～中学部３年）～７月１日
７月 ８日 社会見学（水資源開発研究所）
１０月 ４日 学芸会
２１日 遠足
１２月 １日 社会見学（人間居住研究所）
２４日 ２学期終業式，中学部仮卒業式

着任

＜１９９３年（平成５年）＞
２月 ２日 定期交流会
３月１５日 卒園，卒業式，修了式，離任式
（在ジャカルタ総領事館加藤総領事臨席）
文部省派遣教員
森崎義博教諭
離任
４月 ８日 文部省派遣教員
大倉良彦教諭
着任
１５日 着任式，始業式，入学式
５月１９日 遠足（チラタダム）
６月１３日 運動会
７月 ２日 宿泊学習（～３日）
於：本校
６日 社会見学（スバン），途中バス事故にあう
２３日 在ジャカルタ日本大使館
藤田大使来校
９月１１日 ＢＪＣ夏祭り参加（ソーラン節，エイサー）
１０月 ３日 学芸会
２１日 遠足（プンチュルット，凧上げ）
２７日 文部省視察団３名来校
１２月２０日 在ジャカルタ総領事館
高橋氏来校
＜１９９４年（平成６年）＞
２月 １日 イキップ校との定期交流会
３月１２日 文部省派遣教員 大城淳男校長，小形進教諭，
松田弘和教諭，伊東康則教諭 離任
４月 ２日 文部省派遣教員 喜屋武隆徳校長
着任
１０日 文部省派遣教員 高橋睦教諭，甲斐和彦教諭，大江広教諭 着任
１５日 着任式，始業式，入学式（ジャカルタ総領事館 永尾始領事臨席）学校週五日制実施，毎月第二土
曜日が休業日となる。
１８日 開校十周年記念日（工藤一郎氏を招聘して講話を実施）
５月３１日 社会見学(JAVA MATCH FACTORY LTD,ULTRA JAYA MILK INDUSTRY )
６月１１日 運動会
３０日 修学旅行（～７月２日）（小５￣中１，ジャカルタ、プロースリブ）
９月２８日 ファクシミリ設置（富士電機株式会社より寄贈）
１０月 ２日 創立１０周年記念式典（ジャカルタ総領事館 細本孝司 総領事ご夫妻をお迎えしＢＡＬＥ ＰＡ
ＫＵＡＮで開催）
※ 校旗制定（正式な校旗がこれまで制定されておらず，十周年を記念して創立十周年記念行事実
行委員会が作成し，学校へ贈呈し、この日をもって校旗を定めた。
※ 十周年を記念して，記念誌「バンドン」を発刊する。
１３日 遠足（マリバヤ～ダゴ森林公園）
２９日 ＢＪＣフェスティバル参加（ソ－ラン節，エイサ－，茶切節）
１２月２１日 イキップ校定期交流会（本校において実施）
＜１９９５年（平成７年）＞
３月 ８日 校旗（掲揚用）作製（山下弘之氏より寄贈）
１７日 文部省派遣
大野三知男教諭，西澤智鶴教諭，笠島博教諭
現地採用教員 伊藤史代教諭 離任
２７日 校旗掲揚台増設（父母の会より創立十周年記念として寄贈）
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離任

４月

９日

５月３０日
６月３０日
８月 １日
１５日
９月２６日
１２月 ２日
１８日

文部省派遣
廣島 直教諭，中谷英明教諭 着任
現地採用教員 吉田有希教諭
着任
社会見学（ウイア・タグナ）
宿泊学習（～７月１日）（小３～中２，校庭，オジイタシイ山）
本館・別館校舎ペンキ塗装等補修工事実施，３１日完了
幼稚部保育室及び遊戯室に明かり取り窓設置，大便器小児用設置
学校の校名表示看板の書きかえ（大江 広教諭）
イキップ校との定期交流学習会（於：イキップ校）
学校車売却，新たに学校車として
三菱Ｌ３００
新車購入

＜１９９６年（平成８年）＞
１月 ８日 平成８年１月分より入学金，授業料値上げ
１０日 小学部３，４年の教室の環境整備のため，改修工事実施
１１日 小学部３，４年，中学部２年教室及び２階トイレにカ－テン設置
１２日 幼稚部保育室への通路入り口に野犬侵入防止扉設置
１３日 幼稚部への階段に安全対策として，手摺設置
３月１９日 卒園式（来賓：運営委員長，父母の会会長，婦人部長）修了式，
文部省派遣教員 大倉良彦教諭（校内教頭） 離任
４月１７日 着任式、始業式、入学式
５月２８日 社会科見学（ハッサンバティック工房）
７月 ４日 修学旅行（～６日）（小５～中１、プロースリブ）
１２月 ７日 イキップ校との定期交流学習
＜１９９７年（平成９年）＞
３月１８日 卒業、修了、離任式
文部省派遣教員 喜屋武隆徳校長、高橋 睦教諭（校内教頭）
甲斐和彦教諭、大江 広教諭 離任
現地採用教員
吉田有希教諭
離任
３月２４日 文部省派遣教員 横山千尋校長
着任
４月 ４日 幼稚園プレイルーム完成
９日 文部省派遣教員 地主幸平教諭、大更秀尚教諭、木村忠由教諭 着任
現地採用教員
山本知代教諭
着任
５月１２日 多目的室完成
２３日 臨時休校（インドネシア総選挙の過熱化により）
２６日 学校車車庫完成
７月１０日 平成９年度文部省在外教育施設派遣教員安全対策巡回指導
文部省教育助成局海外子女教育課 江崎典宏海外子女教育専門官
９月 １日 幼稚園年少組開設
２５日 宿泊学習（ルンバヒジョウ）
１０月１３日 道路側フェンス改修工事完了
１２月 ６日 スティアブディ校との交流会
＜１９９８年（平成１０年）＞
２月 ４日 政情不安による「暴動危機マニュアル」の確認及び改善
１７日 幼稚園床上げ及びタイル貼り工事完了（大雨による浸水防止のため）
１９日 新中学教室完成（２教室）
３月 ６日 在インドネシア日本国大使 川上隆朗ご夫妻来校
１７日 ガレージ工事（屋根の葺き替え、床の塗り替え）完了
在ジャカルタ総領事館 窪田総領事来校（卒業式来賓として）
１９日 文部省派遣教員 廣島 直教諭，中谷英明教諭 離任
４月 １日 文部省派遣教員 石山哲也教諭 着任（メダン日本人学校より）
９日 文部省派遣教員 高橋 進教諭，鷲尾 仁教諭 着任
１７日 入学式、入園式
３０日 多目的室横倉庫、体育倉庫完成
５月１６日 臨時休校（～５月１６日、ジャカルタ市暴動波及のおそれがあるため）
１８日 長期臨時休校開始
６月１０日 学校再開
７月 ９日 文部省海外子女教育課泉紳一郎課長本校訪問
１２日 運動会（全体演技「ソーラン節」）
８月 １日 特別授業開始（～８日）
９月１１日 バンドン日本人学校ホームページ開設
２４日 修学旅行（５年以上：レンバン方面）
１０月 ５日 幼稚園講師１名増員
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１２月

２７日
１日
５日

幼稚園年長組教室増設完了
運動場砂場改修完了
スティアブディ校との交流会

＜１９９９年（平成１１年）＞
１月 ４日 幅広黒板全教室設置、ジャパンクラブ図書室前屋根拡張工事完了
２月２６日 中学部仮卒業式
３月１１日 お別れ遠足（レンバン方面）
１６日 卒業式、卒園式
１７日 文部省派遣教員
藤林邦則教諭 離任
現地採用教員
山本和代教諭 離任
４月 ９日 文部省派遣教員
畦崎賢二教諭 着任
現地採用教員
田野由子教諭 着任
１９日 入学式、入園式
２２日 開校記念講話（ムルヤルト女史）
３０日 駐車場全面舗装・栽培園完成，本館ベランダ完成
鈴木啓功氏学校運営委員長就任
５月１７日 長期臨時休校（～６月１２日総選挙にともなう危険があるため）
７月 ９日 社会見学（チョコレート工場，網工場）
８月
パソコン室全面改修
９月１７日 宿泊学習１泊２日（４年以上：ルンバヒジョウ）
１０月 ５日 運動会（全体演技「荒馬」）
１１月１８日 文部省酒井係長来校
１２月１６日 在ジャカルタ日本国総領事館 中島栄総領事ご夫妻来校
＜２０００年（平成１２年）＞
１月
ホームページ「マイタウンマップ」日本ユネスコ協会連盟賞受賞
３月１０日 お別れ遠足（ダゴ森林公園）
１６日 卒業式
１７日 修了式，離任式
文部省派遣教員 横山千尋校長，地主幸平教諭，大更秀尚教諭，
石山哲也教諭 離任
３月１９日 文部省派遣教員 大石利夫校長 着任
４月 ９日 文部省派遣教員 畑山秀之教諭・坂本敏哉教諭・佐藤健治教諭 着任
１７日 入学式、入園式
１８日 開校記念講話（タタンさん）
６月 ６日 文部省初等中等局 御手洗 康局長来校
在インドネシア日本国大使館 長谷川和宏一等書記官来校
２８日 社会見学（サグリンダム・紙工場）
７月 ２日 運動会（全体演技「ミルクムナリ」）
８月２８日 事務室拡張，ジャガーボックス全面改修
９月２７日 修学旅行２泊３日（４年以上：ジャカルタ・プロウスリブ）
１０月１８日 スティアブディ校との交流会
１１月２２日 パラヒャンガン大にて交流会
＜２００１年（平成１３年）＞
３月 ９日 お別れ遠足（タングパンプラフ）
１６日 第１７回卒業式
１７日 修了式，離任式
文部省派遣教員 木村忠由教諭，高橋進教諭，鷲尾仁教諭
４月 ８日 文部省派遣教員 石津英矩教諭，梶本宏教諭 着任
１７日 入学式入園式
５月３１日 水道タンク増設
６月 ６日 社会見学（チコレ牧場・椎茸工場）
２４日 運動会（全体演技「こきりこ」）
９月２０日 宿泊学習１泊２日（４年生以上：プンチャック）
１０月１８日 スティアブディ校との交流会
＜２００２年（平成１４年）＞
２月２７日 学校車購入（マツダ２０００）
３月１３日 第１８回卒業式
１４日 修了式，離任式
文部省派遣教員 畦崎賢二教諭

離任
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離任

２２日
２５日
４月 ８日
１７日
１８日
６月 ２日
２６日
９月１７日
１０月１７日
２４日

現地採用教員
田野由子教諭 離任
別館屋根改修
テラス下アスファルト補強改修
文部省派遣教員 宮澤忠利教諭 着任
現地採用教員
大貫千穂教諭 着任
入学式・入園式 完全学校５日制実施
開講記念日
ドリアン植樹
運動会（全体演技「かっぽれ」）
社会見学（紡績工場、コカコーラ工場）
修学旅行２泊３日（４年生以上：ジョグジャカルタ）
スティアブディ校との交流会
別館運動場側花壇フェンス改修

＜２００３年（平成１５年）＞
３月 ４日 お別れ遠足（レンバン セスコアウ軍事施設広場）
１３日 第１９回卒業式
１４日 修了式，離任式
文部科学省派遣教員 大石利夫校長 畑山秀之教諭
坂本敏哉教諭 佐藤健治教諭
１６日 文部科学省派遣教員 小野康雄校長 着任
４月 ８日 文部科学省派遣教員 松下公彦教諭 御手洗実教諭
南部隆幸教諭 着任
１７日 入学式・入園式
２１日 開講記念講話（久保五十男 氏）
２３日 在インドネシア日本国大使館 飯村豊 大使 来校
５月２８日 社会見学（アジアアフリカ会議場、ワヤン工場）
６月２９日 運動会（全体演技「かさ踊り」）
９月２５日 宿泊学習１泊２日（４年生以上：チアトル）
１０月２２日 スティアブディ校との交流会

離任

＜２００４年（平成１６年）＞
３月 ５日 お別れ遠足（チマヒの滝）
１７日 第２０回卒業式
１８日 修了式，離任式
文部科学省派遣教員 石津英矩教諭 梶本宏教諭 離任
現地採用教員
大貫千穂教諭 離任
３月下旬
別館プレイルーム床改修、本館二階２教室改修、外壁の塗装、
体育倉庫屋根改修、校舎全体の雨漏り改修、使用人室の改修
４月 ７日 文部科学省派遣教員 町田博幸教諭 辻 敏彰教諭 着任
現地採用教員
大木央子教諭 着任
１６日 入学式・入園式
２０日 開校記念の式（ヤシの木植樹）
５月～
グランドの擁壁改修 テラス・グランド水道改修
２８日 社会見学（スバン：パイナップル園、ゴム園）
６月２７日 運動会（全体演技「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン」）
７月１４日 修学旅行２泊３日（４年生以上：ジョグジャカルタ）
８月
グランド裏側フェンス改修増設（財団より援助）
校舎内壁の塗装 玄関前タイル貼替え
１０月１０日 開校２０周年記念式典（バルパクアン）
＜２００５年（平成１７年）＞
１月２７日 海外子女教育振興財団石井光信相談室長来校
２月 ８日 スティアブディ校との交流会
１６日 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課指導係長西本尚司氏
同国際教育課教職員派遣係長山末進一氏、同課教職員給与係繁田華氏
同在外教育施設指導係伊熊正則氏 来校
１８日 インドネシア語発表会（最後）
２４日 次年度学校運営についての保護者説明会（昼・夜）
３月 ４日 お別れ遠足(サグリンダム)
「バンドンカルタ」第１１回マイタウンマップ・コンクール実行委
員会推奨作品認定
１８日 修了式、離任式
文部科学省派遣教員 松下公彦教諭 宮澤忠利教諭 離任
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４月

７日 文部科学省派遣教員 岡部耕二教諭 着任
１４日 入学式・入園式
１８日 開校記念の式（講話 ムルヤルト芙美子 氏）
２４日 アジア・アフリカ会議５０周年記念式典 小泉首相バンドン来訪
空港へ至る路上でお見送り
５月２５日 社会見学（PT.IKA FOOD、PT.SHINKO TOYOBO GISTEX GARMENT）
６月２６日 運動会（全体演技 「エイサー」）
７月
幼稚園ゲート設置
８月
避難口（裏門）増設
井戸掘削
運動場芝生植栽工事
９月
別館ステージ改修、別館倉庫増設
９月２２日 宿泊学習（１泊２日、４年生以上、レンバン）
＜２００６年（平成１８年）＞
１月２７日 スティアブディ校との交流会
３日 お別れ遠足（チマヒの滝、LITTLE FARMERS）
１０日 創作童話コンクール学校賞受賞記念モニュメント除幕式
３月１１日 第２２回卒業式
１４日 修了式、離任式
１５日 文部科学省派遣教員 村田博幸校長 着任
１８日 文部科学省派遣教員 御手洗実教諭 南部隆幸教諭 離任
１９日 現地採用教員 大木央子教諭 離任
２１日 文部科学省派遣教員 小野康雄校長 離任
４月 ８日 文部科学省派遣教員 松本太志教諭 川和田園子教諭 着任
現地採用教員
井上実由紀教諭 着任
１４日 入学式、入園式
１８日 開校記念の式（講話 元インドネシア語講師エティ氏）
５月２４日 社会見学（BALITSA・Teh Ciater PT.Perkebunan Nusantara）
６月２５日 第２３回運動会（全体演技「花笠音頭」）
９月２０日 修学旅行（２泊３日、４年生以上、ジャカルタ・ボゴール）
＜２００７年（平成１９年）＞
１月２５日 スティアブディ校との交流会
２月 ５日 チェンディキア校との交流会
３月 ２日 お別れ遠足（PUSPA IPTEK SUNDIAL,BALE SENI BARI）
１４日 第２３回卒業証書授与式
１５日 修了式・離任式
１６日 文部科学省派遣 辻敏彰教諭 離任
１９日 文部科学省派遣 町田博幸教諭 離任
４月 ７日 文部科学省派遣 網中徳昭教諭 小村孝弘教諭 着任
１６日 入学式、入園式
１８日 開校記念の式（講師 ジュリアナ氏）
５月２７日 第２４回運動会（全校演技「よさこいソーラン」）
９月 ３日 宿泊学習（１泊２日、４年生以上、レンバン チコレ）
＜２００８年（平成２０年）＞
１月２４日 スティアブディ校との交流会
３月 ６日 お別れ遠足（タンクバンプラフ）
１３日 第２４回卒業証書授与式
１４日 修了式・離任式
１７日 文部科学省派遣 岡部耕二教諭 離任
２３日 現地採用教員
井上実由紀教諭 離任
４月 ６日 文部科学省派遣 岡崎映子教諭 着任
現地採用教員
長谷弦教諭
比嘉あずさ教諭 着任
１６日 入学式、入園式
１８日 開校記念の式（講師 サムソン氏）
５月２５日 第２５回運動会（全校演技「エイサー」）
９月１３日 修学旅行（２泊３日、４年生以上、ジョグジャカルタ）
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<２００９年（平成２１年）>
１月 ３０日 スティアブディ校との交流会
３月
６日 お別れ遠足(ジャテイルフル ダム)
１３日 文部科学省派遣
十川幸博校長
着任
１５日 第２５回卒業証書授与式
１６日 修了式・離任式
１７日 文部科学省派遣
松本太志教諭 離任
２１日 文部科学省派遣
村田博幸校長
離任
２２日 文部科学省派遣
川和田園子教諭 離任
４月
４日 文部科学省派遣
伊藤容子教諭 松本 晋教諭
１４日 始業式
１５日 入学式、入園式
１７日 開校記念の式（講師 エテイ氏）
６月 １４日 第２６回運動会（全校演技「荒馬」））

着任

<２０１０年（平成２２年)>
１月 ２１日
宿泊学習（１泊２日、４年生以上、学校）
２９日
スティアブディ校との交流会
３月
５日
お別れ遠足（大使館訪問）
１１日
第２６回卒業証書授与式
１２日
修了式・離任式
１７日
文部科学省派遣
網中徳昭教諭 小村孝広 教諭
離任
２０日
現地採用教員
長谷 弦教諭 比嘉あずさ教諭
離任
４月
７日
文部科学省派遣
矢倉良一教諭 高橋 篤 教諭
着任
現地採用教員
高崎裕之教諭
着任
１４日
始業式
１５日
入学式・入園式
１６日
開校記念の式（講師 舞踊家リア氏）
６月 １３日
第２７回運動会 （全校踊り「花笠踊り」）
９月
１日
修学旅行（２泊３日、４年生以上、バリ）
９月 ３０日
在インドネシア日本国大使館付属バンドン日本人学校としてインドネシア教育大臣の許可がおり
る。
<２０１１年（平成２３年)>
１月 ２８日
スティアブディ校との交流会
３月
４日
お別れ遠足（ゴアジュパン）
１０日
文部科学省派遣
松下安男校長 着任
１１日
第２７回卒業証書授与式
１５日
修了式・離任式
２０日
文部科学省派遣 十川幸博校長 岡崎映子教諭 離任
４月
６日
文部科学省派遣 正木久美子教諭 着任
１４日
始業式
１５日
入学式・入園式 ジャカルタ総領事館 山岸正裕総領事来校
１９日
開校記念の式（講師 ググン氏）
６月 １３日
第２８回運動会 （全校踊り「よさこいソーラン」）
９月 ２２日
宿泊学習（２泊３日、４年生以上、ボゴール カンプン チナンネン）
１１月 １３日
学習発表会
<２０１２年（平成２４年)>
１月 ２７日 スティアブディ校との交流会
３月 １４日 第２８回卒業証書授与式
１５日 修了式・離任式
１８日 現地採用教員
高崎裕之教諭 離任
２０日 文部科学省派遣
松本 晋教諭 伊藤容子教諭 離任
４月
６日 文部科学省派遣
小島章稔教諭 宮田晶子教諭 着任
現地採用教員
西川勝二教諭 着任
１３日 着任式・始業式
１６日 入学式・入園式
１８日 開校記念の式（講師 ハキム氏）
５月 １１日 全校遠足（タンクバンプラフ山 チアトル温泉）
６月 １０日 第２９回運動会（全校演技「エイサー〈島唄〉」）
９月 １９日 修学旅行（２泊３日 全校 ジョグジャカルタ）
１１月 １１日 学習発表会
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<２０１３年（平成２５年)>
１月 １６日 スティアブディ校との交流会
２月 ２０日 お別れ遠足（クブチャサマクタ）
３月 １４日 第２９回卒業証書授与式
１５日 修了式・離任式
１６日 文部科学省派遣
佐藤邦壽校長 着任
２１日 文部科学省派遣
松下安男校長 髙橋 篤教諭 離任
４月
６日 文部科学省派遣
柳井友裕教諭 着任
１５日 着任式・始業式
１６日 入学式・入園式
１８日 開校記念の式（講師 室 信子氏）
６月
９日 第３０回運動会（全校演技「荒馬」）
９月 １９日 宿泊学習（１泊２日 ５年生以上 レンバン方面）
２０日 遠足（１年生～４年生 レンバン方面）
１１月 １０日 学習発表会
<２０１４年（平成２６年)>
１月
６日 現地採用教員
関野さやか教諭着任
２２日 スティアブディ校との交流会
２月 ２０日 お別れ遠足（アイススケート場）
３月 １３日 第２９回卒業証書授与式
１４日 修了式・離任式
１８日 文部科学省派遣
宮田晶子教諭 離任
２３日 文部科学省派遣
小島章稔教諭 離任
２４日 文部科学省派遣
正木久美子教諭離任
４月
８日 文部科学省派遣
池田美智子教諭 中村年男教諭 藤田隼渡教諭
１５日 着任式・始業式
１６日 入学式・入園式
２７日 開校３０周年記念式典（記念講演 BJC 会長 高森 健彰氏）
６月 ２２日 第３１回 ３０周年記念運動会（全校演技「組体操」応援合戦）
９月 １７日 修学旅行（２泊３日 ５年生以上 バリ・ムンジャンガン方面）
１９日 遠足（１年生～４年生 レンバン方面）
１１月
９日 学習発表会
<２０１５年（平成２７年)>
１月 ２１日 スティアブディ校との交流会
２月 ２７日 お別れ遠足（トランススタジオ）
３月 １２日 第３０回卒業証書授与式
１３日 修了式・離任式
１９日 文部科学省派遣
佐藤邦壽校長 現地採用教員
西川勝二教諭
４月
８日 文部科学省派遣
櫻田弘道校長 国本順子教諭 着任
１４日 着任式・始業式
１５日 入学式・入園式
６月
７日 第３２回 運動会（全校演技「組体操」応援合戦）
８月
１日 サマースクール（全学年） 本館、幼稚園大規模改修
１０月
１日 宿泊学習（１泊２日 全学年 レンバン方面）
１１月
８日 学習発表会
<２０１６年（平成２８年)>
１月 ２０日 スティアブディ校との交流会
３月
４日 お別れ遠足（トランススタジオ）
１０日 第３１回卒業証書授与式
１１日 修了式・離任式
２１日 現地採用教員
関野さやか教諭離任
２２日 文部科学省派遣
柳井友裕教諭 離任
４月
８日 文部科学省派遣
川本達一教諭 着任
現地採用教員
荒谷綾教諭 着任
１４日 着任式・始業式
１５日 入学式・入園式
６月
４日 第３３回 運動会（全校演技「組体操」応援合戦）
８月
１日 サマースクール（全学年）
１０月
４日 修学旅行（３泊４日 ５年生以上 バリ島方面）
６日 オータムスクール（１～４年生 ジャカルタ日本人学校）
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着任

離任

１１月 １３日 学習発表会
<２０１７年（平成２９年)>
１月 １８日 スティアブディ校との交流会
２月 ２４日 お別れ遠足（トランススタジオ）
３月 １１日 第３２回卒業証書授与式
１２日 修了式・離任式
２２日 文部科学省派遣
中村年男教諭 藤田隼渡教諭 離任
４月
多目的室改修工事完了
８日 文部科学省派遣
中村善一教諭 永海知也教諭 中村昭宏教諭 着任
１２日 着任式・始業式
１３日 入学式・入園式
７月 １５日 第３４回 運動会（全校演技「組体操＋ソーラン」）
２９日 サマースクール
８月
安全対策工事（正門・遮断ゲート、パニックルーム、防犯ガラスフィルム等）完了
１１月
４日 学習発表会
１６日 宿泊学習（２泊３日 ４年生以上 スラバヤ）
<２０１８年（平成３０年)>
１月 １５日 スティアブディ校との交流会
３月
２日 お別れ遠足（トランススタジオ）
１４日 第３３回卒業証書授与式
１５日 修了式・離任式
２２日 文部科学省派遣
櫻田弘道校長 国本順子教諭 池田美智子教諭 川本達一教諭 離任
４月
６日 文部科学省派遣
榊 勉 校長 小林香織教諭 田邉晃子教諭 堀澤昌弘教諭 着任
１２日 着任式・始業式
１３日 入学式・入園式
７月
７日 第３５回 運動会（全校演技「組体操＋ソーラン」）
８月
４日 サマースクール
６月
５日 AED 設置
８月
テラス屋根の張り替え
１０月３～５日 修学旅行（３泊４日 ５年生以上 ジョグジャカルタ）
１１月
３日 学習発表会
<２０１９年（平成３１年)>
１月 １６日 スティアブディ校との交流会
３月
１日 お別れ遠足（トランススタジオ）
５日 外国文化学習発表会
１１日 第３４回卒業証書授与式
１５日 修了式・離任式
１９日 文部科学省派遣 中村善一教諭
４月
５日 文部科学省派遣 太田大輔教諭

現地採用教員
現地採用教員
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荒谷綾教諭 離任
西川勝二教諭 着任

