
＜学校沿革史＞ 

 
昭和５１年度  ５月 

    (1976年度) 
１月 

             ３月 
 

  昭和５２年度 ５月 
    (1977年度)  １月 

 
  昭和５３年度 ４月 

    (1978年度)  ６月 
            ６月 

 
                 

８月 
          10月 

           ３月 
 
 

昭和５４年度 ４月 
    (1979年度) 

           ５月 
           ６月 

                 
９月 

          10月 
           １月 
           ３月 

   
昭和５５年度 ４月 

    (1980年度) 
           ６月 
           ７月 
           ９月 

 
          10月 

           ３月     
 
 

  昭和５６年度 ４月 
    (1981年度) 

          ７月 
 

          ９月 
 
 

         12月 
          １月 
          ３月 

 
 
 

  昭和５７年度  ４月 
    (1982年度) 

          ６月 
 

          ９月 
         10月 

 
 

         11月 
         １２月 

 ３月 
 

 
 ブカレスト日本人会による日本人学校設立要望 
 学校設立準備委員会結成 （委員長大岩丈二氏） 
 ブカレスト日本人学校設立許可 
 ルーマニア大地震のため校舎の確保困難につき開校不能 
 
 昭和５２年度中開校断念，５３年度開校再申請認可 
 日本人学校校舎として借用契約 
 
 政府派遣教員３名着任（校長・教諭） 
 補習授業の形態で週４日，１日２時間の授業 
 第１回入学式，全日制授業（１９日） （小学部１４名，中学部２名） 
 この日を開校記念日に決定 
 スクールバス到着 
 開校式（１０日） 
 運動会（ディプロマットクラブ） 
 ひな祭り新設（婦人会と共催） 
 修了式 
 
 政府派遣教員１名着任（教諭） 
 第２回入学式（小学部２名） 
 文部省告示第１０６号「中学校の課程に相当する在外教育施設」指定 
 開校１周年記念で校歌発表（作詞：牧原弘明 作曲：下居修） 
 運動会 
 皇太子殿下，同妃殿下ルーマニアご訪問 
 校舎移転を日本国外務省認可 
 ひな祭り 
 第１回卒業証書授与式（中学部１名），修了式 
 
 政府派遣教員１名着任（教諭） 
 第３回入学式（小学部５名） 
 開校２周年記念で校章発表 
 七夕祭り新設（婦人会共催） 
 新校舎工事完了 
 運動会 
 新校舎移転「祝賀のつどい」 
 第２回卒業証書授与式（小学部３名），修了式 
 政府派遣教員３名離任（校長・教諭） 
 
 政府派遣教員３名着任（校長・教諭） 
 第４回入学式（小学部７名，中学部３名） 
 林間学習新設（プレデアール）２泊３日 

１９８１年ユニバーシヤード夏季ブカレスト大会応援 
 電気時計（チャイム）設置 
 運動会 
 英会話・ルーマニア会話 
 学習発表会新設 
 スケート学習新設 
 ひな祭り 
 第３回卒業証書授与式（小学部３名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第５回入学式（小学部２名，中学部３名） 
 修学旅行新設（ドナウデルタ，５年生以上１４名）２泊３日 
 林間学習（プレデアール）２泊３日 
 運動会 
 父親授業参観日新設 
 写生会新設 
 日・米・仏在ルーマニア学校校長会開催 
 マラソン大会新設 
 学習発表会 
 ひな祭り（米・仏の児童・生徒招待） 
 第４回卒業証書授与式（小学部２名，中学部１名），修了式 



 
 

  昭和５８年度 ４月 
    (1983年度) 

                 
７月 

           ８月 
 

           ９月 
          12月 

           ３月 
 
 

  昭和５９年度  ４月 
    (1984年度) 

           ６月 
           ７月 
           ９月 

          12月 
           ３月 

 
 
 

  昭和６０年度 ４月 
    (1985年度) 

            ６月 
           ７月 
           ９月 

           
11月 
１月 

           ３月 
 
 
 

  昭和６１年度 ４月 
    (1986年度) 

 
                 

９月 
 
 
                

11月 
           １月 

              ３月 
 

  昭和６２年度 ４月 
    (1987年度) 

              ５月 
                 

７月 
           ９月 

                
11月 

           １月 
              ３月 

 
  昭和６３年度 ４月 

    (1988年度) 
              ５月 

           ６月 
 
 

          ７月 
 

          ９月 

 政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員１名着任（教諭） 
 第６回入学式（小学部５名，中学部２名） 
 林間学校（プレデア－ル）２泊３日 
 安部外務大臣ルーマニア来訪 
 スクールバス新車到着 
 運動会 
 学習発表会 
 ひな祭り 
 第５回卒業証書授与式（小学部３名，中学部２名），修了式 
 政府派遣教員３名離任（校長・教諭） 
 
 政府派遣教員３名着任（校長・教諭） 
 第７回入学式（小学部１名，中学部３名） 
 修学旅行（ドナウデルタ）２泊３日  
 林間学習（プレデアール）２泊３日 
 運動会 
 学習発表会 
 ひな祭り（米，仏，ルの児童・生徒招待） 
 第６回卒業証書授与式（小学部４名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第８回入学式（小学部３名，中学部４名） 
 日米仏三校親善水泳競技大会（女子メドレーリレー優勝） 
 日米仏三校親善サッカー大会開催 
 林間学習（プレデアール）２泊３日 
 第８回運動会 
 学習発表会 
 スキー学習新設（プレデアール）２泊３日 
 ひな祭り（米，仏，ルの児童・生徒招待） 
 第７回卒業証書授与式（小学部２名，中学部１名）修了式 
 政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員１名着任（教諭） 
 第９回入学式（小学部２名，中学部１名） 
 国際体操選手権見学（プロイエシュテｲ ） 
 運動会 

修学旅行（ルムニク・バルチェア）１泊２日 
 日仏合同スケッチ大会 
 学習発表会 
 スキー学習（プレデアール）２泊３日 
 ひな祭り（米，仏，ルの児童・生徒招待） 
 第８回卒業証書授与式（小学部２名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（校長・教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（校長・教諭） 
 第10回入学式（小学部１名，中学部２名） 
 写生大会（ヘラストラウ公園） 米，仏，ルの児童・生徒参加 
 林間学習（プレデアール）２泊３日 
 運動会 
 学習発表会 
 スキー学習（プレデアール）２泊３日 
 ひな祭り（米，仏，伊，ルの児童・生徒招待） 
 第９回卒業証書授与式（小学部３名，中学部２名）修了式 
 政府派遣教員２名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第１１回入学式（小学部２名，中学部１名） 
 写生大会（ヘラストラウ公園） 米，仏，ルの児童・生徒参加 
 イタリアンスクールの発表会に出演 
 フレンチスクールの発表会に出演 
 修学旅行（ドナウデルタ・コンスタンツァ）２泊３日 
 スクールバス新車到着 
 林間学習（シナイア）１泊２日 
 運動会 



         11月 
            １月 

              ３月 
 
 
 

  平成元年度 ４月 
    (1989年度) 

                 
７月 

          ９月 
         11月 
         12月 

              ３月 
 
 

  平成２年度 ４月 
    (1990年度) 

         ５月 
         ６月 
         ７月 

 
         ９月 
         11月 
         12月 

           ２月 
 

         ３月 
 
 
 

  平成３年度 ４月 
    (1991年度) 

         ５月 
                 

７月 
                 

９月 
 

          11月 
          １月 

         ２月 
         ３月 

 
  平成４年度 ４月 

    (1992年度) 
         ５月 

                 
７月 

 
         ９月 
         10月 

 
                 

２月 
         ３月 

 
 

  平成５年度 ４月 
    (1993年度) 

        ６月 
 

         ７月 
 
 

         11月 
             

 学習発表会 
 スキー学習（ポイアナ・ブラショフ）２泊３日 
 ひな祭り（米，仏，伊，ルの児童・生徒招待） 
 第１０回卒業証書授与式（小学部３名），修了式 
 政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員１名着任（教諭） 
 第１２回入学式（小学部２名，中学部３名） 
 林間学習（ブラン）２日３日 
 運動会 
 学習発表会 
 ルーマニア国政変により臨時休校（１２月２２日～１月２３日） 
 ひな祭り 
 第１１回卒業証書授与式（小学部２名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（校長・教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（校長・教諭） 
 第１３回入学式（中学部１名） 
 写生大会（ヘラストラウ公園） 米，仏，伊，ルの児童・生徒参加 
 政情不安により臨時休校（１４日～１８日） 
 修学旅行（コンスタンツァ）２泊３日 

宿泊学習（スナゴフ第２公邸）１泊２日 
 運動会 
 学習発表会 
 政情不安により臨時休校（２１日） 
 スキー学習（ポイアナ・ブラショフ）２泊３日 
 スケート学習（フロレアスカ・スケートリンク） 
 ひな祭り（伊，仏，ルの児童・生徒招待） 
 第１２回卒業証書授与式（小学部１名，中学部２名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第１４回入学式（小学部２名，中学部１名） 
 写生大会（農村博物館） 伊，ルの児童・生徒参加 
 林間学校（シナイヤ）２泊３日 
 運動会 
 政情不安により臨時休校（２６日～２８日） 
 学習発表会 
 スキー学習（ポイアナブラショフ）２泊３日 
 スケート学習（ナショナル・スケートリンク） 
 ひな祭り（米・伊・仏・ルの児童生徒招待） 
 第１３回卒業証書授与式（小学部１名，中学部３名），修了式 
 政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員１名着任（教諭） 
 第１５回入学式（小学部３名，中学部１名） 
 写生大会（農村博物館） 米，伊，ルの児童・生徒参加 
 修学旅行（ブラショフ，クルテア・デ・アルジェシュ）２泊３日 
 宿泊学習（スナゴフ第２公邸）１泊２日 
 運動会 
 学校週５日制（月１回）試行 
 学習発表会（ドイツ文化センター） 
 スケート学習（フロレアスカ・スケートリンク） 
 ひな祭り（米，伊，ル１９０番小の児童・生徒招待） 
 大雪のため臨時休業（４日・６日の２日間） 
 第１４回卒業証書授与式（小学部１名），修了式 
 政府派遣教員３名離任（校長・教諭） 
 

政府派遣教員４名着任（校長・教諭） 
第１６回入学式（小学部１名，中学部１名） 

 皇太子徳仁親王殿下「結婚の儀」のため休日（９日） 
 開校１５周年記念を祝し，貿易懇談会よりパソコン・ＴＶ・ＶＴＲ寄贈 
 「七夕祭り」  
 林間学校（シナイア） ２泊３日 
 スクールバス新車到着 
 運動会 
 学習発表会（ドイツ文化センター） 



        １月 
 

         ３月 
 
 
 

  平成６年度 ４月 
    (1994年度) 

                 
６月 

 
        ７月 

 
 

         ９月 
         10月 

            11月 
         １月 

 
         ３月 

 
 
 

  平成７年度  ４月 
    (1995年度) 

 
         ５月 

          ６月 
          ７月 

 
         ９月 

 
         10月 

11月 
                 

１月 
                 

３月 
 
 

  平成８年度 ４月 
    (1996年度) 

         ５月 
 

         ７月 
 
 

         ９月 
         10月 

           11月 
         12月 
         １月 

           ３月 
 
 
   

平成９年度 ４月 
    (1997年度) 

         ５月 
         ６月 
         ７月 

 
         ９月 
         11月 

 
         12月 
         １月 

 スケート学習 
 スキー学習（ポイアナブラショフ）２泊３日 
 ひな祭り（米，伊，ル１９０番小の児童・生徒招待） 
 第１５回卒業証書授与式（小学部２名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第１７回入学式（小学部２名，中学部２名） 
 外国人子弟就学に関し学校規則一部改正 
 遠足（飲料コーラ製造会社・技術博物館・チェルニカ教会） 
 「七夕祭り」 
 修学旅行（シビュウ・アルバユリア）２泊３日 
 宿泊学習（ケイヤ）１泊２日 
 運動会 
 国際見本市・動物園見学 
 学習発表会（ドイツ文化センター） 
 スケート学習 
 スキー学習（ポイアナブラショフ）２泊３日 
 副読本「わたしたちのブカレスト」発行 
 ひな祭り（米，伊，ル100番小 ，190番小 の児童・生徒招待） 
 第１６回卒業証書授与式（小学部２名），修了式 
 政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第１８回入学式（小学部１名，中学部２名） 
 毎月２回土曜休業 
 遠足（トルコブィシュテ） 
 第２回国際子ども交流会（ヘラストラウ公園） 
 七夕祭り 
 林間学校 （シナイア・ブシュテニ）１泊２日 
 運動会（ボインツアサッカー場） 
 常陸宮殿下御夫妻 ルーマニア御訪問 
 見学学習（国際見本市会場，コトルチェニ公園・ブカレスト大学植物園） 
 学習発表会（ドイツ文化センター）  
 スケート学習 
 スキー学習（ポイアナブラショフ）２泊３日 
 ひな祭り（伊，ル19番小，190番小 の児童・生徒招待） 
 第１７回卒業証書授与式（小学部３名），修了式 
 政府派遣教員４名離任（校長・教諭） 
 
 政府派遣教員３名着任（校長・教諭） 
 第１９回入学式（小学部１名，中学部１名） 
 遠足（スナゴフ） 
 国際交流会（１９番学校，ヘラストラウ公園） 
 七夕祭り 
 修学旅行（ヒストリア・コンスタンツア） 
 宿泊学習（コンスタンツア） 
 運動会 
 見学学習（ダチア自動車工場） 
 学習発表会（ドイツ文化センタ－） 
 国際交流会（１９０番学校） 
 スケ－ト学習 
 ひな祭り（米，伊，ル１９，１９０番学校の児童・生徒招待） 
 第１８回卒業証書授与式（小学部１名）修了式 
 政府派遣教員２名離任（教諭） 
  

政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第２０回入学式（小学部１名） 
 遠足（トｳルゴビシュテ） 
 第２０回運動会 
 七夕祭り 
 林間学習（シナイア） 
 見学学習（ジュルジュ） 
 スク－ルバス新車到着 
 学習発表会（ドイツ文化センタ－） 
 国際交流会（１９０番小学校） 
 スケ－ト学習 



 
 

         ２月 
３月 

 
  平成１０年度 ４月 
     (1998年度) ５月 
         ６月 

 
 
          

７月 
 

         ９月 
                 

11月 
         

 １月 
 

          ２月 
 

          ３月 
 

 平成１１年度  ４月 
     (1999年度) 

                 
５月 

 
            ６月 
            ７月 

 
            ９月 
           １０月 

 
 

           １１月 
                    １

月 
 
 
             

２月 
 

            ３月 
 

平成１２年度  ４月 
      (2000年度) 

             ５月 
 

            ６月 
 

            ７月 
 

                     ９月 
 

             １０月 
           １１月 

 
           １２月 
            １月 
            ２月 

 
 

               ３月 
 
 
 

 新校舎移転 
 スキ－学習（プレデアル） 
 新校舎開校式典 
 修了式 
 
 政府派遣教員１名着任（教諭） 
 遠足（ヘラストラウ公園） 
 運動会 
 見学学習（カサ・ポポルイ） 
 開校２０周年記念式典 
 七夕祭り 
 修学旅行(ｺﾝｽﾀﾝﾂｱ･ｵﾘﾝﾌﾟ･ﾄｳﾙﾁｬ)  
 宿泊学習(ｵﾘﾝﾌﾟ)  
 見学学習（ビ－ル工場） 
 学習発表会 
 １９０番小学校と交流 
 スケート学習 
 餅つき 
 スキー学習（プレデアル） 
 ひな祭 
 第１９回卒業証書授与式（小学部２名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員３名離任（校長・教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（校長・教諭） 
 第２１回入学式（中学部５名，小学部４名） 
 写生会（農村博物館） 
 遠足（モゴショワヤ） 
 運動会 
 林間学習（シナイア）１泊２日 
 七夕祭り 
 秋祭り 
 見学学習（軍事博物館・国立劇場） 
 持久走大会 
 学習発表会（ドイツ文化センター） 
 １１番小学校と交流 
 餅つき大会 
 １１番小学校と交流 
 スキー学習（プレデアル）２泊３日 
 スケート学習 
 節分祭 
 ひな祭り（１１番小・伊の児童生徒を招待） 
 見学学習（自然史博物館） 
 第２０回卒業証書授与式（小学部２名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員３名着任（教諭） 
 第２２回入学式（中学部１名，小学部２名） 
 写生会（農村博物館） 
 遠足（ブフテァ湖） 
 運動会 
 見学学習（JICA ジュルジュ） 
 修学旅行（ドナウデルタ）宿泊学習（ママイア） 
 七夕祭り 
 秋祭り 
 見学学習（KOYOﾙｰﾏﾆｱ） 
 持久走大会 
 学習発表会（ドイツ文化センター） 
 ドームお披露目の会，餅つき大会 
 １１番小学校と交流 
 スケート学習 
 節分祭 
 ひな祭り（１１番小・伊の児童生徒を招待） 
 スキー学習（プレデアル）２泊３日 
 第２１回卒業証書授与式（小学部３名），修了式 
 政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
 



    平成１３年度  ４月 
      (2001年度) 

            ５月 
 
 
 

            ６月 
 

            ７月 
            ９月 

 
          １０月 

 
           １１月 

 
 

            １２月 
            １月 

 
            ２月 

              ３月 
 
 
    

  平成１４年度    ４月 
   (2002年度)    

       
              ５月 

 
 
 

            ６月 
 
 
 

            ８月 
              ９月 

 
 

             １０月 
 
 
 
 

           １１月 
 

            １２月 
            １月 

 
                         

３月 
 
 

 平成１５年度   ４月 
    (2003年） 

           ５月 
 

           ６月 
           ７月 

 
           ９月 

             １０月 
 
 
 

             １１月 
 

 政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第２３回入学式（中学部２名） 
 写生会（農村博物館） 
 遠足（スナゴフ） 
 ヒペリオン大学交流会（書道） 
 ９３番学校交歓会 
 運動会 
 林間学校（シナイア）１泊２日 
 七夕集会 
 秋祭り 
 親子陶芸教室 
 持久走大会 
 見学学習（ルーマニア体操ナショナルチーム練習場） 
 学習発表会（ドイツ文化センター） 
 見学学習（スラニック岩塩坑） 
 １１番学校交歓会，９３番学校交歓会 
 餅つき大会 
 スケート学習 
 スキー学習（ポイアナ・ブラショフ）２泊３日 
 見学学習（カサ・ポポルルイ） 
 ひな祭り（１１番小・伊の児童生徒を招待） 
 第２２回卒業証書授与式（小学部１名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（校長・教諭） 
   
 政府派遣教員２名着任（校長・教諭） 
 第２４回入学式（小学部３名） 
 大統領府訪問（イリエスク大統領と対面） 
 文楽鑑賞会（吉田文吾氏来校） 
 写生会（農村博物館） 
 遠足（スナゴフ） 
 再生紙収集所見学 
 １１番学校交流会 
 運動会 
 宿泊学習（ママイヤ）１泊２日 
 修学旅行（ティミショアラ）２泊３日 
 ルーマニア伝承文化若手展見学（農村博物館） 
 秋祭り 
 日ル交流百周年記念事業子どもの秋祭り（子ども宮殿） 
 ＤＡＣＩＡショールーム見学，歴史博物館見学 
 ９３番学校交流会 
 天満敦子氏ミニコンサート 
 浄水場見学 
 持久走大会 
 １１番学校交流会 
 学習発表会（ドイツ文化センター） 
 縫製工場見学（FABEROM工場） 
 餅つき大会 
 仮卒業証書授与式（第２３回卒業生中学部１名） 
 スケート学習 
 スキー学習（ポイアナ・ブラショフ）２泊３日 
 修了式 
 政府派遣教員３名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員３名着任（教諭） 
 第２５回入学式（小学部２名，中学部２名） 
 写生会（農村博物館） 
 遠足（スナゴフ） 
 運動会 
 修学旅行 
 宿泊学習 
 秋祭り 
 子供の秋祭り 
 ワイン工場見学 
 サッカー日本代表練習見学 
 天満敦子さん学校訪問ミニコンサート 
 学習発表会 
開校２５周年記念式典及び記念講演会 



 
             １２月 

            １月 
               

３月 
 
 

 平成１６年度  ４月 
    (2004年）       

            
５月            

           
６月 

 
           ８月           

 ９月 
            １０月 
            １１月   

       
       

        1月                   
２月    

 
     

      ３月 
 
 

平成１７年度   ４月 
（２００５年） 

         ５月 
 
 

          ６月 
 
 

          ９月 
         １０月 

11月 
          

            １月 
２月 

            ３月 
 

 
 平成１８年度  ４月 

   （２００６年） 
５月 

 
６月 
７月 
９月 

 
１０月 

 
 
 
 

１１月 
 
 

１２月 
１月 
３月 

 
 

 平成１９年度  ４月 
（２００７年） 

 交流会（９３番学校） 
 餅つき大会 
 仮卒業証書授与式（小学部１名，中学部１名） 
 スキー学習（ポイアナ・ブラショフ）２泊３日 
 第２４回卒業証書授与式（小学部２名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（教諭） 
 第２６回入学式（小学部２名，中学部２名） 
 写生会（農村博物館） 
 遠足（スナゴフ） 
 運動会 
 修学旅行(アルバユリア) 
 宿泊学習(ヴィーナス) 
 秋祭り 
 持久走大会 
 学習発表会（子ども宮殿） 
 ラグビー日本代表チーム練習見学  
 交流会（９３番学校） 
 餅つき大会 
 スキー学習（ポイアナブラショフ） 
 交流会（９３番学校） 
 交流会（ブカレスト大学） 
 ダチア工場見学 
 第２５回卒業証書授与式（小学部３名，中学部１名），修了式 
 政府派遣教員２名離任（校長・教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（校長・教諭） 
 第２７回入学式（小学部３名，中学部３名） 
 写生会（農村博物館） 
 遠足（スナゴフ湖）  
 「東京１００年」写真展見学 
 運動会 
 ブリティッシュスクールとの交流会  
 修学旅行，宿泊学習 
 秋祭り 
 持久走大会 
学習発表会 

 餅つき大会 
 スキー学習 
 カラジアレ高校との交流会 
第２６回卒業証書授与式 

 政府派遣教員２名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員１名着任（教諭） 
 第２８回入学式（小学部１名，中学部４名） 
 遠足（スナゴフ湖）  
 イオンクレアンガ高校との交流会 
 運動会 
 宿泊学習 
秋祭り 

 ブリティッシュ校との１日交流会 
 ぶどう狩り 
 天満敦子さんミニコンサート 
 持久走大会 
 UNdayイベント（ブリティッシュ，ドイツ，日本三校交流会） 
学習発表会 

 ＹＫＫ工場見学 
１７番学校との交流会 
餅つき大会 

 大使館レセプション参加（よさこいソーラン披露）  
 スキー学習（プレデアル） 
 第２７回卒業証書授与式（中学部１名）修了式 
 政府派遣教員２名離任（教諭） 
 
 政府派遣教員２名着任（教諭） 
第２９回入学式（小学部４名） 



５月 
 
 

６月 
 

７月 
          ９月 

 
 

１０月 
１１月 

 
１２月 

 
１月 

 
３月 

 
平成２０年度  ４月 

（２００８年） 
５月 

 
６月 
７月 
９月 

１０月 
１１月 

 
１２月 

 
 

１月 
 

３月 
 

平成２１年度  ４月 
（２００９年） 

５月 
６月 

 
７月 

 
９月 

１１月 
 

１２月 
１月 
３月 

 
 
 
 

平成２２年度  ４月 
（２０１０年） 

 
５月 
６月 

 
７月 
９月 

 
 

１０月 
１１月 
１２月 

 
 

 写生会 
 遠足（スナゴフ湖） 
 運動会 
 天満さんコンサート（アテネウ音楽堂） 
 宿泊学習 
 秋祭り 
 ブリティッシュ校との交流会 
 ぶどう狩り 
 持久走大会 
 学習発表会 
 １７番学校との交流会 
 餅つき大会 
 ブリティッシュスクール校との交流会 
 スキー学習（プレデアル） 
 新春百人一首大会，どんと焼き 
 第２８回卒業証書授与式，修了式 
 政府派遣教員３名離任（校長・教諭） 
 
政府派遣教員３名着任（教諭） 
第３０回入学式（小学部５名，中学部１名） 
写生会 
遠足（スナゴフ湖，９日から延期） 
運動会     
宿泊学習 
秋祭り 
ブリティッシュスクールとの交流 
持久走大会 
学習発表会 
１７番学校との交流会 
餅つき大会 
ブカレスト大学との交流会 
スキー学習（プレデアル） 
新春百人一首大会 
第２９回卒業証書授与式，修了式 
 
政府派遣教員３名着任（教諭） 
第３１回入学式（小学部３名，中学部１名） 
写生会 
秋篠宮殿下・妃殿下学校御訪問 
運動会     
自衛艦練習艦隊コンスタンツァ寄港見学訪問 
宿泊学習（コンスタンツァ）・宿泊研修（クルージ・ナポカ） 
秋祭り 
持久走大会 
学習発表会 
１７番学校との交流会 
餅つき大会 
スキー学習（プレデアル） 
新春百人一首大会 
第３０回卒業証書授与式，修了式 
政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
政府派遣教員３名着任（教諭） 
第３１回入学式（小学部３名，中学部１名） 
写生会 
遠足（スナゴフ湖） 
１７番学校交流会 
運動会     
宿泊学習（コンスタンツァ）・宿泊研修（ドナウデルタ） 
三味線・箏交流会 
秋祭り 
９３番学校交流会 
ぶどう狩り 
持久走大会 
学習発表会 
ヴァイオリンミニ演奏会（スマランディスク夫妻） 
餅つき大会 



１月 
 
 

３月 
 
 

平成２３年度  ４月 
（２０１０年） 

５月 
 

６月 
 

９月 
 
 

１０月 
 

１１月 
１２月 
１月 

 
 

３月 
 

 
平成２４年度  ４月 

            （2012年度
） 

５月 
６月  

 
９月 

 
１０月 
１１月 
１２月  
２月 
３月  

 
平成２５年度  ４月 

（2013年度） 
 
 
 

６月 
 

７月 
 

９月 
 

１１月 
 

１２月 
１月 
２月 
３月 

 
平成２６年度  ４月 

（2014年度） 
 

５月 
７月 

 
９月 

 
１１月 

 

マキタルーマニア工場見学 
スキー学習（プレデアル） 
新春百人一首大会 
第３１回卒業証書授与式，修了式 
政府派遣教員１名離任（教諭１名） 
 
政府派遣教員１名着任（教諭） 
第３３回入学式（小学部２名） 
写生会（農村博物館） 
遠足（スナゴヴ湖） 
運動会（農業大学グランド） 
宿泊学習（黒海方面）宿泊研修（クルテアデアルジェシュ県方面） 
三味線交流会（講師：高木保之様・坂野和子様） 
ぶどう狩り（高木様宅） 
持久走大会（ティネレトゥルイ競技場） 
秋祭り 
新校舎移転記念式典 
学習発表会（ロムノ アメリカナ大学ホール） 
もちつき大会 
百人一首大会 
日本歌曲ミニ演奏会（講師：坂本真由美様） 
スキー学習（プレデアルスキー場） 
第３２回卒業証書授与式，修了式 
政府派遣教員２名離任（校長・教諭） 
 
政府派遣教諭２名着任（校長・教諭） 
第３４回入学式（小学部２名，中学部２名） 
遠足（スナゴヴ湖） 
運動会（チレシャリ公園） 
宿泊研修（塩湖・ｼﾋﾞｳ･ｼﾋﾞｴﾙ方面） 
秋祭り 
持久走大会 
学習発表会（ロムノ アメリカナ大学ホール） 
もちつき大会 
スキー学習（プレデアルスキー場） 
１７番学校交流会 
ロムノ アメリカナ大学交流会 
第３３回卒業証書授与式，修了式 
 
政府派遣教員３名着任（教諭） 
第３５回入学式（小学部２名・中学部１名） 
写生会（低・中動物園，高・Ｊヘラストラウ公園） 
遠足（スナゴヴ湖） 
運動会（チレシャリ公園） 
交流会（ピペラブリティシュ校） 
宿泊研修（ドナウデルタ方面２泊３日） 
体験学習（アカシアヴィレジ） 
秋祭り 
持久走大会 
学習発表会（ロムナアメリカナ大学ホール） 
社会科見学（マキタルーマニア工場） 
もちつき大会，クリスマス集会 
百人一首大会 
ルーマニア国立オペラバレエ団 奥野凛様・越めぐみ様 
スキー学習（プレデアルスキー場） 
第３４回卒業証書授与式，修了式 
 
政府派遣教員１名着任（教諭） 
第３６回入学式（小学部１名・中学部２名） 
遠足（スナゴヴ湖） 
運動会 
宿泊研修（ティミショアラ方面２泊３日） 
体験学習（アレックス＆エマズランド） 
秋祭り 
持久走大会（国立サッカー場横グランド） 
学習発表会（ロムナアメリカーナ大学講堂） 
ラクビー日本代表との交流会 



 
１２月 
１月 

 
３月 

 
 

平成２７年度  ４月 
（2015年度） 

 
５月 
７月 
９月 

 
１１月 

 
１２月 
１月 
２月 
３月 

 
 

平成２８年度  ４月 
（2016年度） 

 
９月 

 
１０月 
１２月 

 
 

１月 
２月 
３月 

 
平成２９年度  ４月 

（2017年度） 
５月 

 
７月 
９月 

 
１１月 

 
１２月 
１月 

 
２月 
３月 

 
 

平成３０年度  ４月 
（2018年度） 

５月 
６月 
９月 

 
１０月 
１１月 
１２月 
１月 
２月 
３月 

 
 

令和元年（平成３１年）度  ４月 
（2019年度） 

音楽鑑賞会（ピアノ：前垣内美帆様） 
餅つき大会 
百人一首大会 
スキー学習（プレディアルスキー場 ２泊３日） 
第３５回卒業証書授与式，修了式 
政府派遣教員２名離任（校長・教諭） 
 
政府派遣教員２名着任（校長・教諭） 
第３７回入学式（小学部１名・中学部５名） 
遠足（スナゴヴ湖） 
運動会 
宿泊研修（シビウ方面２泊３日） 
秋祭り 
持久走大会 
学習発表会 
社会科見学（光洋ルーマニア） 
餅つき大会 
百人一首大会 
スキー学習（プレディアルスキー場 ２泊３日） 
修了式 
政府派遣教員３名離任（教諭） 
 
政府派遣教員３名着任（教諭） 
運動会 
宿泊研修（コンスタンツァ・ドナウデルタ２泊３日） 
秋祭り 
持久走大会 
学習発表会 
社会科見学（ハイディチョコレート工場） 
餅つき大会 
百人一首大会 
スキー学習（プレディアルスキー場 ２泊３日） 
第３６回卒業証書授与式，修了式 
政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
政府派遣教員１名着任（教諭） 
第３８回入学式（中学部２名） 
運動会 
７番学校と交流会 
宿泊研修（シナイア方面２泊３日） 
秋祭り 
持久走大会 
学習発表会 
社会科見学（マキタルーマニア） 
餅つき大会 
百人一首大会 
安部昭恵総理夫人来校 
スキー学習（プレディアルスキー場 ２泊３日） 
第３７回卒業証書授与式，修了式 
政府派遣教員３名離任（校長，教諭） 
 
政府派遣教員３名着任（校長・教諭） 
着任式，始業式 
運動会 
ブカレスト市内１日研修 
秋祭り 
持久走大会 
学習発表会 
社会科見学（カルソニックカンセイ工場） 
餅つき大会 
百人一首大会 
スキー学習（プレディアルスキー場 １泊２日） 
第３８回卒業証書授与式，修了式 
政府派遣教員１名離任（教諭） 
 
政府派遣教員１名着任（教諭） 
着任式，始業式 



５月 
７月 
９月 

 
１０月 
１１月 
１２月 
１月 

 
３月 

 
令和２年度  ４月 

（2020年度） 
９月 

 
１０月 
１１月 

 
２月 
３月 

 
 

運動会 
宿泊研修（ホレズ方面） 
秋祭り 
持久走大会 
学習発表会（ロマナアメリカ大学講堂） 
ワルシャワ日本人学校交流（skype） 
餅つき大会 
百人一首大会 
スキー学習（プレディアルスキー場 １泊２日） 
第３９回卒業証書授与式，修了式 
政府派遣教員１名離任（教諭） 
コロナ感染拡大により学校閉鎖（ルーマニア政府方針） 
オンライン授業実施（４月２７日～７月１７日）（８月３１日～９月１１日） 
始業式，入学式（１５日） 
政府派遣教員１名着任（教諭） 
動物園への徒歩遠足 
コロナ感染の再拡大により学校閉鎖 
オンライン授業実施（１１月９日～２月５日） 
学校再開（８日） 
修了式（１２日）） 
政府派遣教員２名離任（教諭） 
 

 


