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架け橋の精神
現在と未来をつなぐ
子どもたちと世界をつなぐ
異なる文化をつなぐ

THE SPIRIT OF KAKEHASHI.
Connecting the present to the future.
Connecting our students to the world.
Connecting cultures without borders.

OUR GOALS
子どもの目が輝くユニークな教育を通して、世界の「架け
橋」になる人を育てます。
1.

グローバル社会で生き抜く力
たくましさと優れた語学力で、どんな環境、時代でも自らの考えを基に行動する

2.

日豪そして世界との友情を結ぶ力
卓越したコミュニケーションスキルで多様性や相手の気持ちを尊重し、信頼関係を築く

3.

好奇心を持ち、創意工夫する力
常識にとらわれない視点と広い心で文化や価値を受け入れ、考えをまとめて物事を進
める

OUR GOALS
Through the unique learning experience we offer at SJIS, we are
guided by the idea that we are nurturing our students to become
bridges. The Japanese word Kakehashi literally means “bridge”,
and as an institution, we celebrate the spirit of global connectivity.
Thriving in Our Global Society
Students gain language skills and cultural insights through an immersive bilingual curriculum, and skilfully
navigate environments and situations with resilience and confidence.

Fostering Friendship between Japan, Australia and around the world
Students develop communication skills which cultivate respect for people from diverse backgrounds and
enables them to build relationships based on trust.

Embracing Curiosity and Creativity
Students accept cultures and values wholeheartedly with an open mind, and confidently take initiative going
forward.

OUR STUDENTS
本校で大切に育んでいること・・・
1.
2.
3.

自ら学び、グローバル社会を生き抜く強さ・確かな学力
コミュニケーション能力に優れ、どんな人とも対等につきあえる力
おおらかな心・細やかな心遣い・チャレンジ精神

バイリンガル教育の利点を生かし、二か国語が堪能で、思いやりと責任感のある、心豊かな、世
界の「架け橋」を育みます。

Our school nurtures academic excellence, encourages active
participation and fosters a culture of acceptance. From this ethos, our
students emerge as empathetic, skilled and responsible citizens of the
world, with fluency in both English and Japanese and the capacity to
take advantage of the many opportunities a bilingual education
provides.
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重要な５つの分野
学校環境
ビジョン 使命 価値観
安全性
学校設備

学習環境
教育課程
質の高い教育実践
インクルーシブ学習
専門的な学習

児童生徒の健康
社会性と心の育ち
お互いを尊重する人間関係
みんなで学ぶ だれもが学ぶ

リーダーシップ
リーダーを育てる
バランスよく教え、学ぶ
リーダーとしての実践
学校内外のコミュニティとの関わり

コミュニティ
コミュニケーション
知らせること
児童生徒とコミュニティの関わり
学校の評価

FIVE STRATEGIC AREAS
OF FOCUS
SCHOOL ENVIRONMENT
Vision, Mission and Values
Sense of Safety
Physical Environment

TEACHING and LEARNING
Designing Learning

Quality Pedagogical Practices
Inclusive Learning
Professional Learning

STUDENT WELLBEING
Social and Emotional Learning
Respectful Relationships
Inclusivity and Equity

LEADERSHIP
Growing Leaders
Leading Teaching and Learning
Leadership Practises
Engaging with the community

COMMUNITY
Communication (Marketing, Within School)
Reporting
Student/Community Engagement
Reputation

学校環境
ランゲージポリシー作成終了
サステナビリティポリシー実行中
SJIS安全マニュアル（緊急事態管理計画）の更新
内部告発ポリシー
プライバシーポリシー
教室、図書館、トイレ、スポーツ施設のマスタープラン

SCHOOL
ENVIRONMENT
Language Policy completion
Sustainability Policy developed and implemented
SJIS Safety Manual (Emergency Management Plan) updated
Whistleblowing Policy
Privacy Policy
Master Plan for classrooms, library, toilets, sports facilities

学習環境
全校
ランゲージポリシー
ミックスレッスン（文部科学省と NESAのカリキュラムを組み合わせる）
体育
❖
美術
❖
音楽
❖
コーディング
❖
日本人学級
ロイロノート
●
すらら（AI学習システム）
●
母国語を大切にする語学学習
●
国際学級
レジリエンスプロジェクト：自己啓発と健康
●
英語と算数の学習の内容と順序を見直し、 2023NESA更新版導入
●
主要な教科における探求と概念的な学習を導入
●
理科技術の授業での STEMプログラムの実施
●

TEACHING and
LEARNING
WHOLE SCHOOL
Language Policy
Mixed lessons - (MEXT and NESA combination)
Physical Education
❖
Visual Arts
❖
Music
❖
Coding
❖
JAPANESE DIVISION
Loilo Note
●
Surala (Ai)
●
Language Learning including Mother Tongue
●
INTERNATIONAL DIVISION
The Resilience Project - Personal Development and Health
●
English and Mathematics Scope and Sequences reviewed and
●
new 2023 NESA updates implemented
Inquiry / Concept based learning for all Key Learning Areas
●
STEM program implemented into Science and Technology
●

児童生徒の健康
全校
●
●
●
●
●
●
●
●

日本とオーストラリアの様々なイベントを祝う
すべてのイベントにアボリジニ教育プログラムを含む
サステナビリティポリシー
スクールカウンセラーの継続
オポチュニティークラスとセレクティブスクールに関する情報
提供
SJIS卒業後の日本語学習継続のためのガイダンス
サポートサービスポリシー
躾ポリシーの見直し

日本人学級
みなフレ活動
●
道徳教育（文部科学省）
●
国際学級
レジリエンスプロジェクト
●

STUDENT
WELLBEING
WHOLE SCHOOL
Celebration and promotion of all Japanese and Australian
●
special events
Aboriginal Education program to include Welcome to
●
Country for all events
Sustainability policy
●
School Counsellor continues
●
Guidance for Opportunity Class, Selective Schools and
●
Japanese Language studies after SJIS to be promoted
with families
Support Services Policy
●
Discipline Policy Review
●
JAPANESE DIVISION
Everyone is Friends lunch time activities
●
Moral and Ethics (MEXT)
●
INTERNATIONAL DIVISION
The Resilience Project
●

リーダーシップ
全校
●
●

新校長就任
両学級間の親密な関係の継続

日本人学級
国際学級と調整をはかる日本人学級のリーダーシップ
●
新しく赴任する日本人学級教員のための学校プロセス案内
●
作成
国際学級
教頭のタイトル変更（ Deputy PrincipalからHead of
●
International Divisionへ）
キンダガーテンから２年生担当コーディネーター（就任済）
●
３年生から６年生担当コーディネーター（予定）
●
日本語科代表：週１日を完全に計画立案のための日とする
●
十分な計画準備時間を全教師（日本語科を含む）に提供する
●

LEADERSHIP
WHOLE SCHOOL
Transition of New Principal
●
Continued close working relationship between all Divisions
●
within the school.
JAPANESE DIVISION
Implementation of New Japanese Division leadership
●
School induction process for new Japanese Division
●
teaching staff
INTERNATIONAL DIVISION
Upgrading of Deputy Principal to Head of International
●
Division
Kindergarten to Year 2 Coordinator - implementing
●
Year 3 to Year 6 Coordinator - development phase
●
Head of JFL - full planning day per week
●
Planning time for classroom teachers, specialists and JFL
●
team

コミュニティ
全校
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

学校案内パンフレット
年次報告書
日本の文部科学省への情報提供（月次）
KAKEHASHI
ユーカリ（文集）
マーチングバンド（日本より）来校
校内合唱の実施
運動会の見直しと改善
ファンフェアの見直しと改善
スクールコンサート実施
英語学習発表会＆日本語学習発表会実施
全校集会実施

日本人学級
学級だより発行
●
集会
●
国際学級
SeeSaw（ディジタルポートフォリオ）
●
私立学校協会による保護者と児童向けアンケート実施
●
隔週の集会
●

COMMUNITY
WHOLE SCHOOL
Prospectus
●
Annual Report
●
Japanese MEXT information (Monthly)
●
Kakehashi
●
Yukari
●
Marching Band (Japan)
●
Choir implementation
●
Sports Day review
●
Fun Fair review
●
School Concert
●
Language Festivals - English and Japanese
●
Assemblies
●
JAPANESE DIVISION
Classroom Newsletters
●
Assemblies
●
INTERNATIONAL DIVISION
SeeSaw (digital portfolio)
●
Perspectives (AISNSW) Parent and Student Survey
●
Fortnightly Assemblies
●

2022年
全校における主な取り組み
体育、美術、音楽、コーディング等ミックスレッスンのための文部科
学省とNESAを合わせたユニークなカリキュラムの作成

ランゲージポリシー

サステナビリティポリシー

ニューサウスウェールズ州内高校の情報提供とガイダンス

教室、図書館、トイレ、スポーツ施設改善計画・改修

WHOLE SCHOOL PRIORITIES
2022
Creation of Unique NESA/MEXT Curriculum for Physical Education,
Visual Arts, Music and Coding
Language Policy

Sustainability Policy

New South Wales High School information and guidance

Planning and Upgrading of Facilities - Classrooms, Library, Toilet, Sports

