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(1)広 州日本 人学校規 則に基 づき 、保護者 の方に 、本校 への編 入学に 際しての
留意事 項をご 説明し ます。
(2)編入学 を希望 する児 童・生徒が 、通 常の学 校生活が できる かを確 認する ため
面接を致 します 。
(3)編入学 を許可 された 児童生 徒の入 学手続 を 行います 。

４

編入学できる資格 について
広州日本 人学校 規則に より、
① 日本国 籍を有 し、親 権を有 する保 護者と 共 に広州市 及び近 隣地域 に在住 する者
② 満年齢 ６才以 上の者
③ 授業を 受ける のに必 要な日 本語の 能力を 有 する者
④ 中国に 日本人 として 入国し 、日本 人とし て 中国滞在 に有効 なビザ 又は居 留証を 取得
している 、また は取得 手続き 中の者
※これら すべて の条件 を満た す者を 入学また は 編入学面 接対象 者とし 、合格 すれば 入学
いただけ ます。
※中学部 ３年生 の５月 １日以 降の編 入学は、 受 け入れて おりま せん。

５

持ち物 ・提出 物
①

ア． 本人お よび両 親のパ スポー ト顔写真 ペ ージコピ ー
イ．本人 および 両親の 「中華 人民共 和国外国 人 居留許可 証」の コピー
（※居留許可証申請中の場合は中国入国の際に利用したビザ(S1 等)ページのコピー）

②編入学 願い・ ・・ホ ームペ ージよ りダウン ロ ード
③入学金 10，000 元/人 （当 日現金 納入ま たは 説明会後 3 営業 以内に 指定口 座へ振 込み）
※詳 細は HP の ご確認を お願い 致しま す。
④

ア． ID カード用写真１人 1 枚ずつ(父・母・本人)。写真の裏に名前を記入してください
（写 真サイ ズは規 定あり ません。 パ スポート サイズ 可）
イ．② ID 申し 込み書 ・・・ ホーム ページ より ダウンロ ード

⑤転学書 類：現 籍校か ら発行 を受け 、持参し て ください 。
ア．在学 証明書
イ．前籍 校の住 所・電 話番号 ・メー ルアドレ ス が分かる もの（ 学校封 筒など ）
ウ．指導 要録（ 写し）
エ．児童 生徒健 康診断 記録票
＊現籍校からウやエについて「手交はできない」と通知された場合は入学後に学校間で
連絡をとって取り寄せることになります。必ず学校のメールアドレスを入学願いに
付 記し てく ださ い。
＊インターナショナルや現地校などからの入学で、用意できないものがある場合は、
事前に相 談して くださ い。

⑥

ア． 中国銀 行振替 依頼書 ・・・ ホームペ ー ジよりダ ウンロ ード
イ．中国 銀行（ CHINA

BANK）の 口座番 号が 分かるも ののコ ピー（ 通帳 or カ ード）

ウ．口座 名義人 のパス ポート （顔写 真ページ ） コピー（ （１） 1 と兼ね る）
⑦増値税 情報集 計表・ ・・ホ ームペ ージより ダ ウンロー ド
⑧上 履 き (大人はスリッパ /サン ダル可 ）校内 は 土足禁止 です。
⑨筆記具 （保護 者用、 子ども 用）

６

申し込み方 法
ホ ームペ ージに ある「 入 学 事前 確認 書」を 記入 し、 メー ルで 送付 して くだ さい 。
登録後２，３ 日中に 担当か ら申し 込みを 受けた旨 返信い たしま す。返 信が無 い場合は 、
再度確 認メー ルまた は電話 での確 認をお願 い します。

メールアド レス：

jsgjsg@jsgcn.com

件名に、【編 入学の予 約

７

編入 生氏名】 と入れて ください

無料送 迎バスの案内
・送迎 バスを 運行し ます。ご 利用を希 望す る際は、お 申し込 みのメ ールに 利用希望 座席数
を追記の 上、送 信して 下さい 。
・広 州東駅 近くの 中信公 萬発着 です。途 中 下車・経 路変更 はでき ません 。
・利 用が５ 家族以 下の場 合は運 行されな い 場合があ ります 。
・バ スは定 刻で出 発しま す。事前 登録さ れ ていても 時間ま でに乗 車でき ない場 合お待ち で
きません ので、 乗り遅 れない ように ご参集願 い ます。
往路

中信 公萬前

【お問い 合わせ 先】
〒510663

８時 ３０ 分発

復路

日本人 学校発

１１ 時４ ５分

お問い 合わせ は、メ ー ルまたは お電話 で。

中華人 民共和 国広東 省広州市 科 学城風信 路 10号

TEL：+86-(0)20-6139-7023
メー ルア ド レス ： jsgjsg@jsgcn.com
ホ ーム ペー ジ
http://www.zenkaiken.jp/kosyu/index.html

