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ヤンゴン日本人学校だより 文責：校長 鹿島 順
児童数 小学部１１名 中学部６名 計１７名

満開のムーアのもと、ヤンゴン日本人学校 学校再開！
R4年度がスタートしました！

令和４年度が、小学部１１名、中学部６名、計１７名、
職員１９名でスタートしました。
入学式、始業式の様子を見ていると、子どもたちの目

はきらきらと輝いていて、新しい学年の生活に対する希
望と意欲が感じられて、とてもうれしく思います。子ど
もたちも保護者の皆様も「ヤンゴン日本人学校に通って
よかった」と思える楽しく笑顔の絶えない学校づくりに
力を尽くそうと職員一同決意を新たにしています。

令和４年度ヤンゴン日本人学校 学校教育目標
（学校が目指すもの）

元気に楽しく、上を向いて成長しようとする児童生徒の育成
児童生徒のみなさんになってほしい姿

◎元気な子（新型コロナ感染症を見据えた健康管理）
・健康作り、体力増進、安全に配慮できる児童生徒

◎楽しく （学校生活を楽しく過ごす）
・学ぶ楽しさ、遊ぶ楽しさ、人と交わることを楽しむ児童生徒

◎上を向いて成長する子（自分の成長を感じながら顔をあげて頑張る子）
・自分に自信を持ち、将来の展望、夢に向かって進む児童生徒

学校教育目標、目指す児童像を実現するための合い言葉は、

夢・チャレンジ、YJS

Boys be ambitious!!
まず頑張ってほしいことは、

早寝、早起き、朝ごはん！生活規律をしっかり！



５月の行事予定

日 曜日 行事等 日 曜日 行事等

１ 日 メーデー 16 月

２ 月 17 火 チャレンジタイム①

３ 火 前期委員会認証式 18 水

４ 水 19 木

５ 木 こどもの日の会（幼） 20 金

６ 金 クラブ活動 21 土

７ 土 保護者会・学校公開・学級懇談会 22 日

８ 日 23 月 避難訓練（不審者対応）

９ 月 歯科検診１ 24 火

10 火 25 水

11 水 先生紹介集会 26 木 内科検診（午前）

12 木 27 金 委員会活動② 食育活動（幼）

13 金 クラブ活動 28 土

14 土 カリン満月 29 日

15 日 30 月

31 火 チャレンジタイム②

先生方の紹介

担任・役職 氏 名 担任・役職 氏 名

校 長 鹿島順 中学部１年生担任 富永知香

教 頭 木村訓久 中学部２年生担任 山岡望海

教務主任 若竹光司 中学部３年生担任 坪田裕希

小学部１年生担任 山本眞珠子 中学部副担任 南澤雅子

小学部２年生担任 東田知壽子 国際交流ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 水口知香

小学部３年生担任 福島正世 英会話・英語・図書 ティンマーラー

小学部４年生担任 坂本佳苗 ﾐｬﾝﾏｰ語・学習支援 ジン

小学部５年生担任 藤谷智華 幼稚園担任 前田美保

小学部６年生担任 久保田智絵美 幼稚園保育支援 スウェ

小学部副担任 加藤雅博



各学年教科担当

学部 小学部 中学部
学年

教科 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

国語 山本 東田 福島 坂本 富永 久保田 富永 富永 富永
ジン 水口

（習字） 加藤 加藤 加藤 加藤

算数 山本 東田 福島 若竹 藤谷 若竹 藤谷 藤谷 藤谷
数学 加藤 ジン 加藤 水口

社会 加藤 坂本 加藤 若竹 木村 木村 木村

理科 山岡 山岡 藤谷 久保田 山岡 山岡 山岡

生活 山本 東田

音楽 南澤 南澤 南澤 南澤 南澤 南澤 南澤 南澤 南澤

図工 山本 東田 坂本 坂本 坂本 坂本 坂本 坂本 坂本
美術

技術 加藤 加藤 加藤
家庭 南澤 南澤 南澤 南澤 南澤

体育 久保田 久保田 久保田 久保田 久保田 久保田 久保田 久保田 久保田

総合１ 福島 坂本 藤谷 久保田 富永 山岡 坪田

総合２ 福島 福島 福島 福島 坪田 坪田 坪田
英会話 ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ

ミャンマー語 ジン ジン ジン ジン ジン ジン ジン

道徳 山本 東田 福島 坂本 藤谷 久保田 富永 山岡 坪田

外国語 坪田 坪田 坪田 坪田 坪田
ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ

外国語活動 福島 福島
ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ

特活 山本 東田 福島 坂本 藤谷 久保田 富永 山岡 坪田

特活２ 水口 水口
（英会話） ﾏｰﾗｰ ﾏｰﾗｰ




