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プノンペン日本人学校 5 年目のスタート 

                        校 長  三好 輝明 

 日本では、４月１日（月）に次の元号「令和」が発表されました。桜の開花も例年より早かった

ようですが、３月上旬の寒さの日もあり、長い期間花見を楽しむことができているようです。 

 プノンペンでは、今月２０日（土）の午前１１時５９分２１秒に太陽が頭上（真上）を通る時、

かげが足元だけになります。日本では、絶対に経験できないことですので、ご家族でもぜひ体験し

てみてください。 

プノンペン日本人学校は創設から４年間、日本大使館や日本人会、日本人商工会をはじめ、たく

さんの方々のご協力とご支援を得て、学校の土台づくりができました。４月には、４名の先生が新

たに着任しました。小学部入学児童は５名、中学部入学生徒は２名、計７名の入学児童生徒を迎え

ました。また、７名の児童生徒の編入学があり、今年度は、全校児童生徒４７名、教職員１６名で

スタートしました。 

教育目標「ともに みがき はばたく子」の育成は、今年度も継承していきます。学校は、楽し

く学び合える場であり、人間関係の基礎を身に着ける場でもあります。児童生徒が、学んだ知識や

体験を通して、より深い学びの習得ができるように、また、友達との関わることによって、学んだ

ことを活用できる児童生徒を育んでいきます。 

 教職員一同、児童生徒はもとより、保護者をはじめとする皆様のご期待・要望に応えられるよう、

精一杯努めてまいります。何卒、ご理解・ご協力・ご支援をよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 職　　名 氏　　　名 出身・所属

１ 校　　長 三　好　輝　明 千　  葉

２ 教　　頭 上　野　順三郎 福　  岡

３ 教務主任 ロマス　敬　子 宮　　崎
４ 小学１年 森　竹　　　葵 長　　野

５ 小学２年 龍　湖　真由子 千　　葉

６ 小学３年 森　嶋　厚　博 東　　京

７ 小学４年 山　崎　幸　子 東　　京
８ 小学５年 石　澤　広　大 千　　葉

９ 小学６年 坂　野　留　美 大　　阪

１０ 中学１・２年 太　田　裕　志 兵　　庫

１１ 中学3年 野　村　太　郎 大　　阪
１２ 理科専科 曽　田　　　実 島　　根

１３ A　L　T スチュアート・チャップマン イングランド

１４ 事　　務 酒　井　泰　恵 兵　　庫

１５ 事　　務 黒　田　悠　介 島　　根
１６ 事　　務 プウ・ソパーニ― プノンペン
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 【太田 裕志先生】 

 はじめまして、兵庫県から赴任してきました太田裕志

と申します。 

 田舎で育ってきたので、日本の生活との違いにいろい

ろと新鮮に感じています。どうぞ、よろしくお願いしま

す。 

【森嶋 厚博先生】 

 東京都より赴任してきました。森嶋厚博と申します。 

「仲良く、楽しく、元気よく」を合言葉に一人一人が輝

く学級を目指します。 

 よろしくお願いします。  

【森竹 葵先生】 

 今年度より、プノンペン日本人学校に赴任してきまし

た。森竹葵と申します。子どもたちと様々な感情を共有

しながら、一緒に成長していきたいと思います。よろし

くお願いします。 

【スチュアート・チャップマン先生】 

 To the students of Japanese school of Phnom Penh. 

 I wish you all the greatest success in your studies, 

and I pledge my full support to help you master the 

English language this year. 

家庭数 
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日 曜 行　事 日 曜 行　事

10 水 着任式・始業式・入学式 21 日

11 木 22 月 健康診断 小1・2・３，検尿

12 金 23 火 健康診断 小4・5・6，中学部，検尿

13 土 24 水 避難訓練，検尿

14 日 クメール正月 25 木

15 月 クメール正月 26 金 学校経営説明会・学級懇談会

16 火 クメール正月 27 土

17 水 クメール正月 28 日

18 木 29 月 代休（6/15土曜参観）

19 金 30 火 祝日

20 土 .

 

 

年度当初、配布物・提出物がたくさんあります。 
茶封筒にまとめて配布しました。手紙を参考

に、漏れ落ちのないように、提出期限に間に合う
ようにご提出ください。提出日  4月 24日(水)まで 

【配布物】 教科書・学校だより・学年だより・家庭環境調査

票・保健調査票等の記入例及び疾病等の報告願・保健調査

票・年間行事予定・学校感染治癒証明書 

【提出物】家庭調査票・保健調査票・写真掲載承諾書・結核

健康診断問診票・疾病等の報告 

     

 年度当初の健康診断を下のように実施します。 

○ 健康診断  【学校医  奥澤先生】 

  ４月 22日（月） 小学部１・２・３年 

  ４月 23日（火） 小学部４年以上、中学部 

  検査項目：身長・体重・視力・医師の検診 

   心電図（小学部１年生のみ） 

※ 当日は、脱ぎ着しやすい服装（体操服等） 

一年の始まりに際し、学校経営概要をご説明させていただきます。また、その後、各学級懇談会も実施い

たします。ご多用とは存じますが、ご出席のほど、よろしくお願いいたします。 

期日  2018年 4月 26 日（金）(詳細は後日メールで知らせます) 

日程  学校経営説明会 13:20～13:40  ＠本校多目的室(3 階) ，学級懇談会 13：50～ ＠各教室 

小学部 4～6 年(13:50～13:45)、小学部 1～3年(⒕:10～⒕:25)、中学部（⒕：35～14:50） 

※ 懇談会終了後、一斉下校(15:10)となります。小 6 年と中 2・3 年は修学旅行説明会も行います。 

  

 

※26 日の学級懇談会当日、事

務室で日本人会の更新手続き

を行います。2019年の更新を

行っていない方は、手続きを

してください。 

【5 月の主な行事】 

5 月 3 日(金) 1 年生を迎える会・全校遠足 

   10 日(金) 水泳学習開始 

    17 日(金) 第 1 回学習参観・PTA 総会 

22 日(水)～24 日(金) 小 6・中 2・中 3 修学旅行 

【5 月の休日】 

5 月 1 日(水)      即位の礼 

13 日(月)～15 日(水)  シハモニ国王誕生祭 

※本日配布の年間予定表もご覧ください。 

冬休み：12 月 25 日～1 月 7 日に変わっています。       

教室配置を変更 

2019年度次のように教室の配置を変更しました。 

小学部 1年～小学部 4年：２階 

小学部５年・６年，中学部１～３年：３階 

本日配布した教室配置図をご参照ください。 

 


