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Enrolment Policy 

 

1. Applications for enrolment may be made by the parent/carer(s) of students from all backgrounds to commence at Sydney 

Japanese International School 

 

2. Students enrolling into Kindergarten in the International Division must be five years of age on or before 31 July                             

of the year of commencement. Children who begin Year 1 in the Japanese Division must reach their sixth birthday                           

by 1 April of the year of commencement. All children who enrol in the Japanese Division are required to have Japanese 

citizenship. 

 

3. VISA - it is a requirement of the school that families have the correct visas to legally live, work or study in Australia.                     

The school does not accept applicants on a tourist visa. 

 

4. The School will base any decision about offering a place to a student on:  

 

             Family relationship with the school: 

 sibling of a current or ex-student; 

 parents who enrol their children at this school should especially understand and want to take                     

advantage of the unique qualities inherent in a bilingual and multicultural environment 

 hold  attitudes, values and priorities that are compatible with the School’s ethos                                              

             The student:  

 the contribution that the student may make to the school 

 the student’s reports from previous schools or prior to school service  

              The school: 

 ability to meet the special needs or abilities of the student including the ability to master a foreign               

language 

 vacancies in the year group 

 suitability for the year group in which he/she applies 

 

              Other considerations  

 order of receipt - when the application to enrol and payment of the application fee are received                       

by the school 

 students who relocate to Sydney from overseas or interstate 

 

 

 

5. The School will meet with parent/carer(s) and conduct an assessment of the student before offering a place. 

 

6. The School has an absolute discretion in determining the weight of each of the factors it takes into account in determining 

whether to offer a place for the student. 

 

7. Continued enrolment at the School is dependent upon the student making satisfactory academic progress, attending 

consistently, the student and the parent/carer(s) acting consistently within the School ethos and observing all behavioural    

codes of conduct as well as other requirements of the School which are applicable from time to time.  
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入学手続きに関するポリシー 
 

 

1. 入学手続きは、その子どもの保護者により、申し込みができる。また、全てのバックグラウンドの子どもに門戸    

を開放している。 

 

2. 国際学級のキンディ学年に入学する子どもは、入学年の 7月 31日までに満 5歳になることが条件である。          

日本人学級の小学 1年生に入学する子どもは、入学年の 4月 1日の時点で満 6歳であることが条件である。         

また、日本人学級に入学する子どもは、日本国籍を保有することを条件とする。 
 

3. 入学に際しては、子どもの保護者が、オーストラリアに長期間滞在できるビザを保持していることを前提とする。  

市民権、永住権、ビジネスビザ、学生ビザが主なビザの種類であり、観光ビザでの入学は認めていない。 
 

4. 学校は、子どもの入学に際し、以下の条件に基づいて入学の判断をする。  

 

家族： 

 兄弟姉妹が、現在本校に通っている、もしくは、以前通っていた。 

 本校に入学を希望する保護者は本校の特色であるバイリンガル、マルチカルチュラルな環境を理解し、

学ばせることを望んでいる。 

 本校の理念・精神と同じ姿勢、価値観、優先事項に共感を示す。            

 

    生徒・児童 ： 

 学校への貢献。 

 現在通っている、もしくは以前通っていた幼稚園・学校からのレポート・成績表。  

              学校: 

 特別支援にて教育を行う必要性、子どもの外国語を学ぶ能力を含む学習能力。 

 転入学する学年に空き状況。 

 転入学を希望する学年への適正。 

              その他考慮する点： 

 申請書の提出と申請手数料の支払いが完了している。 

 海外または他の州よりシドニーに引っ越してくる。 

 

5. 学校は、入学に際し、子どものアセスメントを行い、保護者と面接を行う。 

6. 学校は、入学を決定する判断材料となる条件の比重を見極める際に、絶対的な決定権を持つ。 

7. 学校に入学後、生徒・児童は、授業に出席し、学習面において満足のいく進捗が期待される。                             

生徒・児童とその保護者は、学校の理念や精神にふさわしい行動を常に保ち、その時々の学校の要求事項に             

対応する事とする。 
 


