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バンドン市内のショッピング環境

大型ショッピングモール
ほとんとのモールに、レストラン、カフェ、スーパー、
映画館などが併設されています。
Paris van java ( ダイソー、SOGO、象印、スケート場、

シネマコンプレックス、カルフール）
Trans studio mall （ベスト電器、室内遊園地）
Cihampelas mall （ゴールドジム）
Rumah Mode （アウトレットモール）

その他 スーパー、コンビニ、ホテル（シェラトン、ヒルトン、
ハイアット、インターコンチ、ラマダなど）は多数あります。

バンドン市内の食環境

日本食材を取り扱っているお店
パパイヤ、トコスティアブディスーパーマーケット（Toko Setiabudi）
ロッテマートなど

日本食レストラン
採算、祭二郎、澤うどん、無双屋、美川、ラーメン３８、東、
丸亀製麺、吉野家 など

スンダ料理レストラン
Raja Rasa 、 Raja Sunda 、 Ampera

その他
スターバックス、ピザハット、マクドナルド、ケンタッキーなど

バンドン市内の交通状況

平日の夜はパスツール料金所で１～２㎞ （１５～３０分）渋滞
市内では、局所的に渋滞がある程度。
（雨天時は、渋滞することもある。）

金土の夜はパスツール料金所で２～４㎞ （３０～１時間）渋滞
金曜の夜から土日にかけては、ジャカルタ方面から多くの観光客
などが来るため、市内中心部から北部にかけて渋滞が多い。

バンドン市内の生活環境

標高８００ｍ程の高地にあり、朝の気温は１５℃前後、
昼も３０℃前後と非常にすごしやすい。
（自宅にエアコンが有っても、使う人は少ない。）
空気は、インドネシアの大都市の割には、きれい。

日本食材を置く店や日本食レストランも多数あり、便利。

スンダ地方の中心地として、スンダ料理店などローカルフードの
人気は非常に高く、美味である。

古くから繊維の町として栄え、アウトレットの店が多い。
（その為に土日は非常に混雑している）

西ジャワ州の州都、アジアアフリカ会議の開催された高原の学園都市 バンドン市



バンドン市から1時間～1時間30分圏内 （青）
プルワカルタ /チカンペックエリア

バンドン市から1時間30分～2時間圏内 （赤）
カラワン/チカラン（ Surya Cipta/KIIC/Lippo Cikarang）

バンドン日本人学校へお子様を通わせる保護者の方が
通勤可能と推測するエリア



20時を過ぎても渋滞が激しい。

ジャカルタ中心部では高速道路から一般道
に降りるだけで1時間以上かかる事も…

首都圏 2014年12月11日（木）20時の
交通状況 （Google map ｻｰﾋﾞｽより）

ある日の交通状況の比較
（ジャカルタ首都圏）

このエリアの渋滞に
つらい思いをされる
方も多いのではない
でしょうか？

ジャカルタ
日本人学校



バンドン市 2014年12月11日（木） 20時の
交通状況（Google map ｻｰﾋﾞｽより）

ある日の交通状況の比較
（バンドン市内）

バンドン
日本人学校

パスツール
料金所

バンドン駅

フセイン
国際空港

パスツール料金所から
・バンドン日本人学校まで一般道で約25分
・チカンペック（JKT-CKP線合流）まで高速で約 50分
・カラワン東I.Cまで高速で約75分



バンドン市 週末の交通状況
（Google map ｻｰﾋﾞｽより）

バンドン市内の交通のピーク
土曜日 午後１３時～１７時

バンドン
日本人学校

パスツール料金所

バンドン北部へアクセス
する高速道路の終点。
ジャカルタ方面からの
車で渋滞する。

北部は観光客の車が
多く、渋滞する。

大きな地図では表示しきれないが、市内全般で
渋滞している。抜け道もあるが、ロータリーや
一方通行も多いため慣れが必要。



バンドン市内および近郊地図

バンドンギリガハナ
ゴルフリゾート

レンバン

チアトル温泉、ｱｽﾚﾁｯｸなど自然
をいかしたｱﾄﾗｸｼｮﾝがあります。

至ﾌﾟﾙﾜｶﾙﾀ
ﾁｶﾝﾍﾟｯｸ方面

西ジャワ州庁舎
Gedung Sate

Jl. Asia Africa
（バンドン会議）

パスツール料金所
バンドン北部の玄関口

バンドンインダ
ゴルフ

パパイヤ、トコステアブディ、吉
野家など日本食の店や日本食
材をおいてあるスーパーが多数
あります。Paris van java、Rumah
Modeもこの辺りにあります。



バンドンの生活環境

気温は一年を通して、１５℃～３０℃で湿気がなく、過ごしやすいです。
ゴルフ、テニス、水泳など屋外スポーツも楽しめます。

学校のある Ciumbuleuit（チンブルイット）通り周辺には、日本の食材を扱う

スーパー、和食・洋食・中華のレストラン、カフェ、スパ（エステ）などの店が充
実しています。バンドン市内には、ショッピングモールや大型スーパーがあり、
日常生活に必要なものは、ほとんど入手できます。

習い事は、ヨガ、生け花、インドネシア語、英会話、空手、ジャイポン（インド
ネシアの踊り）、バレエなどがあります。授業料は、１回につきRp.50,000から
Rp.150,000程です。（子供の空手は、無料で行われています。）

公共交通はなく、自家用車、バイク、タクシー、アンコタ（乗合タクシー）が、
現地市民の足となっています。
駐在員等の日本人は、インドネシアには日本との
国際免許の制度がないために、運転手を雇い、自家用車で
移動することがほとんどのようです。

バンドン市内でよく見かける
タイプの車です。



バンドン市内の住環境

様々な形態の住居があり、一軒家を借りて生活する人、サービスアパート

メントに入る人など様々です。

築年数が古いものは、安い傾向があります。改装済で4LDK ｸﾗｽ で

USD1,500～/月、未改装であれば5LDKｸﾗｽでもUSD1,500～/月で探す事が

可能なようです。

また、物件と家賃が一致していないともいわれ、場所によっては、家族で

住める住宅をUSD500くらいで借りている方もいるようです

バンドン日本人学校のあるJl.Ciumbuleuitには、アパート、ホテルがあり、

高層アパートも建築中です。

バンドン日本人会事務局（学校内併設）へお問い合わせ
いただければ仲介業者を紹介することもできます。



バンドン市内の住環境（お手伝いさん）

バンドンの日本人駐在員は一軒家に住んでいる方も多く、お手伝いさん（Pembantu）を雇用しています。

例）
KOKI （食事） ：Rp.1,000,000～ Rp.2,000,000 ／月程度 （経験年数や仕事量により金額が変わります。）
CUCI（掃除洗濯） ： Rp.700,000 ～ Rp.1,000,000／月程度 （経験年数や仕事量により金額が変わります。）

交通費、食費 Rp.25,000～ Rp.35,000／日程度は別途支給

住宅にお手伝いさん用の部屋があるかないか、その部屋の状態を見ておくことも必要です。

最近はお手伝いさん達もジャカルタ方面に「稼ぎ」にいってしまう方々が多いので、すぐには見つかりませんが、
バンドン在住の日本人や日本人学校の保護者に声掛けをし、探す事が出来ます。
ふるさとに近いバンドンで再度お仕事を探すお手伝いさんもいます。



バンドン中心部にある「澤うどん」
もちもちのうどんはもちろんのこと、
おつまみメニューも充実しています。

チカランにある「祭屋」のバンドン店が
2014年にオープン。食材をチカランか
ら輸送するなど、食材にこだわった
日本食を提供しています。

バンドンの食環境（日本食レストラン）

鉄板焼きとアラカルトのお店「採算」
こちらも2013年に現在の場所に移転し
綺麗で落ち着いた雰囲気です。

パスツール料金所から車で5分。
本格的なお袋の味を提供する「美川」
料理長は日本人です。

ジャカルタを中心に展開をしている
「Ramen 38」メニューが豊富です。

2014年11月にﾄﾗﾝｽｽﾀｼﾞｵﾓｰﾙに
オープンした「丸亀製麺」日本で
大人気の味がバンドンでも味わえます。

2014年末にﾄﾗﾝｽｽﾀｼﾞｵﾓｰﾙにオープ

ンした牛丼の「吉野家」チーウォーク、
ステアブディ通りにもオープンしました。

1Fに鉄板焼き「東」、2Fに豚骨ラーメン
の「味丸」があります。隣のバーへ
アルコールの注文ができます。

ｽｰﾊﾟｰ「ﾄｺｽﾃｱﾌﾞﾃﾞｨ」の前にある
「無双屋」昼はｶﾌｪ、夜は居酒屋として
も利用できます。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bdg.klik-eat.com/?action%3Dsearch%26location%3D0&ei=kBGVVNO4EsOKuATkvoGQCQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNHdo3FmmeS71gY_cgTo1x796BIsMA&ust=1419141889959277


40年近く前から当地で本格中華を提供
してきた「QUEEN」 2号店や姉妹店など
が市内に数か所あります。

高級中華と言えば「JIN PARADAISE」
北京ダックをはじめとする中華料理を
バンドンで味わうならここです。

バンドンの食環境（その他レストラン）

日本人駐在員がよく行く「Santung
Baru」駅前の好立地条件ですが、低価
格で美味い、ローカル中華のお店です。

おしゃれな雰囲気のレストラン「VERDE」

ボルケーノピザやサーモンピザに加え、
ローカル料理も揃えています。

「Raja Rasa」とは味の王様と言う意味。

スンダ料理レストランの中では高級な
お店の一つです。

ジャカルタでもおなじみ、本格韓国焼
肉の「Chung gi wa」がバンドンにオープ
ンしました。

バンドンで古くから韓国焼肉を提供して
きた「Korean House」市内では数少ない
豚肉を提供するお店です。

「ミスビー」バンドンに数多くあるカフェ
のひとつで、遊具がおいてあります。休
日はジャカルタなどからの来た人も多く、
賑わっています。

「マキシーズ」日本人学校の近くにある
レストラン。庭が見渡せる席もあります。

休日は結婚式などもパーティーも行わ
れています。



バンドン日本人学校の紹介
２０１５年に大規模改修工事を行い、学校がきれいになりました。

学校前の道路に面してある入口の看板

学校の入口にある「太陽の子」の像

子供達が安全に学べる
環境づくりのため、校舎
の屋根、壁、窓、ドアの

塗り替え、トイレ、階段の
改修などを行いました。

広い校庭



バンドン日本人学校の紹介

幼稚園の入口。屋根、天井、壁などの改修を行いました。 遊具も使いやすく、色も新しくなりました。

休み時間や放課後は、校庭で子ども達が思いきり遊んで
います。

南国特有のヤシ、マンゴー、バナナの木もあります。



バンドン日本人学校の紹介

（１） 少人数での学習

小学部１２名、中学部６名、幼稚園３名の児童、生徒、園児が通っています。
（2016年7月現在）
教員は、校長はじめ小中学部７名、幼稚園２名の計９名で、子どもたちの指導

にあたっています。
授業では、国語、算数、理科、社会、英語は各学年ごとに行っています。

児童生徒１～３人に対して、教員１人がつき、個に応じた指導を受けられる体制
です。体育、音楽などの芸能教科は複数学年合同で行い、集団で学ぶ機会を
つくっています。
週２回の英会話と週１回のインドネシア語の授業があり、会話を中心とした

外国語の学習を行っています。



バンドン日本人学校の紹介
（２） 高校への進路指導

中学部の担任をはじめ、各教科担当の教員による受験生の進路に合わせたきめ細かい
指導が行われています。
将来の進路に向けての意識を高めるために、小学３年生から日本でも実施されている

校外模試を行っています。中学生は、全国の高校の志望校判定を行うこともできます。
志望校への推薦入試の相談は、随時行っています。

ジャカルタで行われる高校説明会への参加も可能です。

卒業生の声①
放課後に先生方が、受験勉強

や苦手教科を見てくださったこと
がとても力になりました。
また、受験のための帰国の際に

は、学校全体で応援して見送りし
ていただき、本当に心強かったこ
とを思い出します。
そして、晴れて念願の高校に合

格が出来たことは、今後の私の人
生において新たな出発点となりま
した。

進路指導室があり、資料も充実しています。卒業生の声②

僕にとってバンドン日
本人学校での受験勉強
は、とても有意義なもの
でした。
先生、友達全員が自分

のことをサポートしてくれ、
とても勇気づけられました。
ほぼマンツーマンでの

ご指導ありがとうございま
した。

保護者の声
受験生の進学先や得意・不得意

に合わせた少人数ならではのきめ
の細かい指導を行っていただいて
います。また、少人数でも外のレベ
ルが把握できる取り組みも行われ
ています。
卒業生には、国公立高校や私

立高校、いわゆる難関校への推薦
入学を果たした生徒もいます。



バンドン日本人学校の紹介

（３） 一人一人が主役、出番がとても多い

運動会、学習発表会や年中行事などは、
小中学部、幼稚園が合同で行います。
そのため、学年を越えた縦のつながりが強く、互いに学び合うことが

できる環境にあります。
また、「いじめ」はなく、もし「いじめ」につながるようなことが起きそうな
ことがあっても教職員、子どもたち全員の目で、防ぐことができます。

小中学生は、放課後は午後４時半まで、学校内で様々な活動を
行うことができます。（最終下校時刻１６：３０）
・ 自由遊び、サッカー、バドミントンなど
・宿題
・読書、創作活動（絵など）
・受験勉強（中学３年）



じゃかるた新聞掲載記事一覧（Ｈ27年度～）

平成27年4月29日付 平成27年5月4日付



じゃかるた新聞掲載記事一覧（Ｈ27年度～）

平成27年8月10日付平成27年
6月9日付


