広州日本人学校

短期授業体験開催のお知らせ
2022ver.HP

向夏の候、皆様におかれましてはますますご清祥のことと存じあげます。広州日本人学校で
は、本 年６月 の半ば より１ ヶ月間 、他の国際 学 校に通学 してい る児童・生 徒を対 象に 、下記 の
とおり 、短期 授業体 験の場 を設け ます 。広州 日 本人学校 の児童・生 徒との 交流を 通して 、日 本
人学校の 良さを 体感し て頂く 良い機 会にして 頂 ければと 思いま す。
記
【目

的】 現地 校やイ ンター ナショ ナル校 に通っ て いる児童 ・生徒 に、日 本人学 校の授
業を体験 しても らい， 将来日 本で学 ぶ際の一 助 とすると ともに 、日本 人学校 の
良さを体 感して もらう 。

【対 象 者】 下記 の条件 をすべ て満た す児童 生徒
①広 州日本 人学校 で授業 を受ける こ とを希望 する児 童・生 徒
※ 十分に お子様 と話し 合ったう え で お申し 込みく ださい 。
②広東省 に在住 し、現地校 やイン ターナ ショナ ル校に通 ってい る 日本 国籍を 保有す
る児童・生徒（2008 年 4 月 2 日～2016 年 4 月 1 日の誕生日のお子様、中３を除く）
※本校へ 正式に 編入学 される 場合に は、上記と は別にビ ザの条 件 もご ざいま すので
ご留意願 います 。
③日本語 での授 業が理 解でき る児童 ・生徒
【期

間】 ①２ ０ ２ ２ 年６ 月２ ０日 （月)～２ ０２ ２年 ７月 １５ 日(金)
② ２０ ２２ 年７ 月

【費

用】 〇入 学金

なし

４日 （月 )～２ ０２ ２年 ７月 １５ 日 (金)

〇体験 授業料

①5,000RMB

②2,500RMB

【体 験 内 容】 日本人 学校の 児童・ 生徒と 同じクラ スで 、日本の カリキ ュラム に沿っ た授業
を受けま す。ま た、期 間中に 実施さ れる行事 に も参加し ます 。
【昼

食】 弁当 持参（ 注文弁 当の紹 介あり ）

【通 学 方 法】 保護 者手配 または PTA 通 学バ ス利 用可 （価 格は 、バ ス会 と相 談中 ）
【教 科 書】 各自 で持参 （在広 州総領 事館で 支給が 受 けられま す。）
【そ の 他】 ・小 学生に は、授 業用ノ ート・ 紅白帽 子 を支給し ます。
※個別の 学習指 導はで きかね ます。
・ 教育局 の指示 により 、急な 対 応をお願 いする 場合が ありま す 。
【募 集 期 間】 ２０ ２２年 ５月９ 日(月)～２０ ２２年 ５ 月２０ 日(金)
【申 込 方 法】 別添短期授業体験及び説明会申し込み書に記入し、下記アドレスに送付下さい。
【手 続 日 時】 ６ 月１ 日(水)

１ ５時 ～１ ６時

場所

広 州日 本人 学校

PTA 会議 室

※ 児童 生徒 の面 談も 兼ね ますの で、 ご一 緒に お越 しく ださ い。
お問い合 わせ先
TEL
MAIL

事務 長

山田

020-6139-7023
jsgjsg@jsgcn.com

【日程】
5月

6 日 (金） ＨＰ上 での周 知掲載

5月

9 日 (月)～ 20 日(金)

募 集期間

６ 月１ 日(水)

短 期授 業体 験参 加手 続会

１５時 ～１ ６時

6 月 13 日 (月)

参加者 所属学 級決定

6 月 17 日 (金)

参加者 への準 備物等 の最終 連 絡

6 月 20 日 (月)

通常登 校後、 朝の会 （所属 学 級からお 迎え） 、１校 時より 学級で 生活
（ 在校生 と共に 同じ授 業を受 け る。）

※時間 割は各 学級で 配布し ます。

6 月 27 日 (月)～ 28 日（ 火）中 学部期 末テス ト
7月

9 日 （土） 音楽発 表会 （ 保護者 参観可 ）

【参加費 用】
①参加費 用に含 まれる もの
基本的 な教材 ・実習 費用（ 印刷な どによる 配 布プリン ト代な どの追 加徴収 は行わ ない。 ）
<小学部 >紅白 帽、ノ ート（ 各学年 で教科に 必 要な分）
②参加費 用に含 まれな いもの
傷害保 険代(未 加入)、昼 食代 、個 人の学習 用 具(鍵盤ハ ーモニ カ・追加 ノート・体 操着な ど )
通学バ ス代

等

③参加費 用の返 金
a)自己 都合の 期間短 縮・欠 席の場 合の返金
期間 の 1/2 以下の 場合で も、参 加費の日 割 り計算は 行わな い。
いず れも振 り込み の場合 は手数 料は参加 者 の負担
b)学習 指導困 難・態 度不良 など， 指導が困 難 で在校生 への影 響を理 由とす る場合
参加 費用は 日割り とし、 その残 額を返却 。 （振り込 みの場 合、手 数料は 参加者 の負担。 ）
c)参加 者に過 誤がな く中止 となっ た場合
参加 費用は 日割り とし、 その残 額を返却 。 （振り込 みの場 合、手 数料は 当校負 担。）
d)体験 入学実 施前
振り 込みの 場合は 手数料 は参加 者の負担 の 上、参加 費用全 額の返 金

【短期授 業体験 参加手 続会】
(１)日

時

：

２０ ２２年 ６月１ 日（水)１ ５時～１ ６時（ 受付

(２)場

所

：

中学 部一階

(３)対象 者

：

体験 授業参 加児童 生徒、保 護 者（上履 き/スリ ッパ/筆記用 具を持 参下さい ）

(４)内

：

体験 授業概 要の説 明

容

１４時 ４５分 ～）

PTA 会 議室

校内 見 学

お 子 様： 児童・ 生徒によ る 作文「（ 例）短 期授業 体験で 学びた いこと」
保護者様 ：参加 にあた っての お願い と準備や 費 用につい ての説 明
保護 者様： 費用の 収納(現 金 または振 込)
(５)提出 物

： ①参加 申し込 み書

②本人パ ス ポート顔 写真ペ ージコ ピー

③参加費 (現金 の方の み、後 日振込 も可)
④増値税 情報集 計表（ 参加費 の発票 が必要な 方 のみ、 HP よりダ ウンロ ード）

