
 

 

   メルボルン国際日本語学校 
The Melbourne International School of Japanese      

メルボルン補習授業校 

創⽴1986年  
Established in 1986 
www.misj.org.au    

1986年︓ビクトリア州より学校法⼈として認定 
1988年︓⽇本政府より⽇本語補習校として認可 
2008年︓ビクトリア州よりコミュ⼆ティ･ランゲージ･スクールとして認可 

メルボルン国際⽇本語学校は、1986年4月12⽇に70世帯の保護者によって設⽴され、メルボルンでの⼦供たちへの⾼
度な⽇本語教育の提供を志とし、先輩の⽅々から引き継がれてきた⻑い歴史と共に今⽇を迎えています。 
現在では、幼稚園から⾼校（VCE）まで500⼈を超える園児・児童・生徒が学んでいます。 
本校は、多文化社会のオーストラリアにてコミュニュティー・ランゲージ・スクール（CLS)としてメルボルンで唯一の
一貫校であり、次の時代を担う⼦供たちが国境や文化の壁を越えて、「⼦供たちの無限な可能性を広げ、たくましく心
豊かな国際⼈を育む」というビジョンを掲げ、幼稚部、小学部、中学部、⾼等部までの継承⽇本語教育を提供し、バイ
カルチャルな⼈材育成を応援しています。 
 
オーストラリア国籍と⽇本国籍を持つ本校の園児・児童・生徒は、優秀で熱心な教師陣のもとで⽇本に対する理解や共
感をより深め、安定した⽇本語学習の環境のもと⽇本語を駆使し集団生活を送ることができます。⾼等部の⽇本語クラ
スでは、ビクトリア州教育省のVCAA（Victorian curriculum And Assessment Authority)によってVCE⽇本語科目の
提供が認可されており、ビクトリア州大学進学のための選択科目として10年生から登録ができ、生徒の夢に近
づくために余裕を持った学習を提供しています。 

 子供たちが安心して通える学校環境 

 
 緊急対応︓メディカルフォームと緊急時対応同意書 

 ファーストエイドコーディネイター配置 

 緊急時対応ポリシーの策定と実践 

 教職員・保護者間の緊急時対応ポリシーの徹底 

 教職員やヤードデューティーの休み時間の安全対策 

 警備員の校内巡回 

 教職員のファーストエイドとCPR資格取得 

 有事避難訓練（ロックダウン、火災等）の実施 

 チャイルドセーフティーポリシーの導入 

 Community Language Victoria (CLV)の指導による安全対策 

 新型コロナ感染症予防対策の徹底 

 
 安定した日本語教育を提供する学校 

 ⽇本の教科書を使い、学習指導要領と指導計画を基に安定した⽇本語学習の提供 

 小学部では作文の強化指導 

 中学部⽇本語コースではMISJ独自に作成した補助教材を使用 

 経験豊富で安定した教師陣 

 クラス担任は年間を通して同じ教員 

 多様性を尊重し、国際社会にはばたく⼦供達の育成 

 生徒が意欲的に学習に取り組む環境作り 

 教員への研修会の実施 

 ⽇本政府・オーストラリア政府からの援助 

 ビクトリア州教育省より⽇本語を教えるシングル・プロバイダーとして認定

（VCE⽇本語を選択科目として登録の提供） 

 メルボルン唯一の幼稚部から⾼等部までの一環教育を提供する補習校 

 

 幼稚園教育要領 

健 康 ︓   
健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す⼒を養う。 
人 間 関 係 ︓  
他の⼈々と親しみ、⽀え合って生活するために、自⽴心を育て、⼈と
かかわる⼒を養う。 
環 境 ︓  
周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり、それらを生活
に取り入れていこうとする⼒を養う 。 
⾔ 葉 ︓  
経験したことや考えたことなどを自分なりの⾔葉で表現し、相⼿の話
す⾔葉を聞こうとする意欲や態度を育て、⾔葉に対する感覚や⾔葉で
表現する⼒を養う。 
表 現 ︓  
感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな
感性や表現する⼒を養い、 創造性を豊かにする。 

 

 幼稚園の一日 

内  容 開始時間 

登園時間 ９︓１５ 

朝の体操・歌 ９︓３０ 

一⻫保育 ９︓５０ 

おやつ・外遊び １０︓１０ 

設定保育 １１︓００ 

昼食 １２︓００ 

設定保育 １３︓３０ 

帰り⽀度 １４︓１５ 

降園時間 １４︓３０ 
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 お問い合わせ     

学校所在地 
Location 
郵便物送付 
Mail to 
事務携帯 
Office Mobile 
E-mail 
Website 
ABN 

 
Oakleigh South Primary School (OSP) 
Riley Street, Oakleigh South, VIC 3167 
P.O.Box 2262 Moorabbin VIC 3189 Australia  
0425(881)601 
(土曜⽇のみ Saturday Only) 
principal@misj.org.au  
http://www.misj.org.au 
45 614 682 092 

幼稚園 

ちゅうりっぷ 

（4 歳児) 
ひまわり 

（5 歳児) 

⽇本語の理解（聞く、話す）、基本的生活習慣、集団活動など小学
校への就学準備と設定保育 

ちゅうりっぷ︓ 
文字の認識、⾔葉探し、ひらがなを読む、濁⾳、促⾳、拗⾳紹介、
数のかぞえ⽅ 

ひまわり︓ 
ひらがなを書く練習、カタカナにふれる、簡単な絵本を読む、もの
の単位と数え⽅、絵⽇記などの学習 

小学 1 年〜6 年 

⽇本の学習指導要領に沿った国語及び算数の指導 

文部科学省検定済の教科書を使用 
精選された学習補助教材の活用 
メルボルン国際⽇本語学校独自の文作りの強化指導 

中学 1 年〜3 年 

  
  

国語コース︓ 

VCE Japanese First Language につながる学習内容 

中学国語教科書の各単元の学習目標に沿った内容 

⽇本語コース︓ 

VCE Japanese Second Language につながる学習 
中学国語教科書の中から VCE・SL に役⽴つ単元を精選し学習 
メルボルン国際⽇本語学校で作成する⽇本語学習や VCE 受験に役
⽴つ教材を使用 

⾼等部 

ＶＣＥ⽇本語 

Unit 1&2 

Unit 3&4 

  

ビクトリア州教育省から⽇本語を教える学校として認定され大学受
験のための⽇本語を VCE 選択科目として登録ができる 

⽇本の大学へ進学する⾼校生にも役に⽴つ学習内容です。 
卒業生の中には、慶応大学、早稲田大学など有名大学へ進学。 

 

 幼稚園設定保育とは （例として） 
 

文化・習慣・伝統的な⾏事など、季節の⾏事に合わせた保育

計画をもとに様々な経験を積み重ねていきます。 

3か月ごと⾏われる食育・誕生⽇会では、餅つきやカレーパー

ティーなど各学期ごとのテーマを通して

楽しい経験をしながら食の大切さを学ん

でいきます。 

 ひらがな学習の目標 
 ちゅうりっぷぐみ 

 濁⾳、半濁⾳を含めたひらがな71文字が読めて自分で名前を書く
ことができる。           

 鉛筆の持ち⽅の指導 
 運筆練習として線書き、円書き 
 ひらがなの認識と読み⽅の学習 

ひまわりぐみ 

 ひらがな、濁⾳、半濁⾳を含めてひらがなドリルを使い、71文字
が書けるようになり、最終的には簡単な作文を書くようにする。 

 学期の初めにひらがな読みチェック、年に3回書きチェックを⾏
います。 

 簡単な本が自分で読めるように本読みの時間を設けています。  進級課程 
 

 
4月 
Apr 

入園・入学式 
Entrance Ceremony 

6月 
Jun 
7月 
Jul 

幼稚園授業参観 
Open Day at Kinder 
中学部目的別 
コース説明会 
Y7-9 Course Info day 

8月 
Aug 
9月 
Sep 
10月 
Oct 

学校説明会 
School Info day 
小学部以上授業参観 
Open Day (Other Grades) 
保護者総会 
Annual General Meeting 

11月 
Nov 
  
  

幼稚園運動会 
Sports Day at kinder 
のみの市 
School Fete 
VCEUnit3&4修了式 
VCE Graduation 

12月 
Dec 

読書月間 
Book Month 

1月 
Jan 

夏期講習 
Summer School 

3月 
Mar 

卒園・卒業式 
Graduation Ceremony 

 年間⾏事 
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