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We practice SDGs(Sustainable Deve!opment Goa:s)With quanty
international education that continues to explore the truth

真理を探究し続ける質の高い国際教育で

〈持続可能な開発目標〉を実践

ESDで世界を変えるための17の具体的目標
ESD=Education for
Sustainable Development

0:SGroup

人権 文化   ※上図は『日本ユネスコ国内委員会教育小委員会からのメッセージ「持続可能な開発のための

教育(ESD)のさらなる推進に向けて～学校等でESDを実践されている皆様へ～」』から引用

「文化の広い普及と正義・自由 平和のための人類の教育とは、人類の尊厳に欠くことのできないものであり、かつすべての国民

が相互の援助および相互の関心の精神をもつて果たさなければならない神聖な義務である」「平和が失われないためには、人類

の知的および精神的連帯の上に築かれなければならない」オキナワインターナシ∃ナルスクールはユネスコ憲章に共鳴し、教育

機関としてSDGs(持続可能な開発目標)を実現するためにESD(持続可能な開発のための教育)に積極的に取り組んでいます。
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沖縄で唯一 国際バカロレア(IB)一貫教育
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Okinawals First and Only international Baccalaureate Continuum

Standing for education that produces worid‐class knowiedgeヮ language

morality to enable and empower gioba‖ y active learners.

子どもたちが成長 しながらも失つてはいけないもの、それは「素直な眼」です。

素直な眼を持ち続けることが、将来の「真理の探究者」への成長につながります。

私達の教育は、受験のためのものではありません。子どもたちが、自身の未来を

自らの力で、より良い社会へと創造 していけるようにするための教育です。

その実現のために、私達は国際バカロレア教育プログラムを選び、実践しています。

教育で世界をつなぎ、□一カルから世界を考えるグローバルエリー トを育てています。

Be a Seeker of Truth!真 理の探究者となれ !

What children should not lose as they groⅥ ノup are their‖ honest eyesil

By keeping and nurturing the unique feature,students are empowered to develop into genuine

seekers of truth.The education we ofFeris not to prepare students for mere exarninations.

lt is to help children create a better society for themselves.ln order to achieve this,we have

chosen the lnternational Baccalaureate Education Prograrll as the educationalframework for

this school.丁 he prograrllrne a‖ ows us to connect the world through education and nurture

global e‖ tes who think about global matters frorll a local perspective.

理事長/校長 矢口念 I人
School Director/P‖ ncipal ,v4asato Chinen
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沖縄には人の心の豊かさがあります

平和を尊ぶ概念があります

自然 とのゆたかな共生があります

歴史。文化の継承 と誇 クがあります

異文化・多様性への敬意があります

グローバルな人材教育の歴史があります

Open―rninded Okinavvans

Honoring universal peace

Coexistence vvith nature

Pride in Okinawan history and heritage

Respect for difFerent cultures and diversity

A history ofinternational relations
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『真理の探究者』となれ

Okinawa international Schoo1 0週 El象

全ての学習者が「真理の探究者」と成るべく、教育という視点で民族。国籍・

言語。宗教。政治の違いを超えて、お互いを理解し、尊重し、交流を図りなが

ら学習者自ら課題を見出し、考え、行動し、社会へより良い変革をもたらす

ことを志高く掲げるグローバルエリー トを育てます。

Okinawa international Schoolの使命

私達の教育は「人権と平和」、「自然環境との共生」、「多文化理解」の3つを

基軸とした探究教育を力強く推進するために、「地域から国際社会を理解

する力」、「コミュニケーションカ」、「論理的思考」、「数理的分析力」、「IC丁 。

AIス キル」、「批判的。創造的思考」、「高度な倫理観」を各教科間で連携する

教育カリキュラムを提供します。
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2003年 4月

2005年 8月

9月

2006年 4月

2008年 5月

2011年 7月

2012年 2月

3月

4月

2014年 1月

那覇市で初めて、英語環境での幼児保育を目的とした
「オキナワインターナシ∃ナルスクール」を設立

児童 生徒数の増加と小学部開校のため

校舎を那覇市楚辺へ移転

1歳児クラス 開講

小学部を新設

国際バカロレア プライマリー・イヤーズ・プログラム(PYP)
の候補校となる

沖縄で初めて、日本でも20校 目の「国際バカロレア

プライマリー イヤーズ プログラム(PYP)認定校」となる

第 1回エキシビシ∃ン(小学部6年生)

小学部/第一期生 卒業

小学部 高学年および中学部のための別館スクールを

那覇市壺川に開設 中学部/第一期生 入学

中学部が国際バカロレア ミドル・イヤーズ プログラム

(MYP)の候補校となる

2015年 3月

2016年 1月

4月

7月

2017年 10月

2018年 1月

5月

2019年 7月

2020年 4月

4月

12月

中学部/第一期生 卒業

第 1回 コミュニティプロジェクト(中学部 3年生)

制服をりニューアル

中学部が「国際バカロレア ミ ドル イヤーズ プログラム

(MYP)認定校」となる

小学部5年生・6年生と中学部 1年生～3年生が
ベ トナムヘ修学旅行

台湾の苗栗縣後龍鎮新港國民中小学 (Xin cang
E ementary and」 unior High Schoo)と 姉妹校となる

「沖縄国際学院 高等専修学校(2020年 4月 開校 )」 が

国際バカロレア ディプロマ・プログラム(DP)の候補校となる

南城市の新キャンパスヘ移転

学校法人 PS丁アカデミー 設立

「沖縄国際学院 高等専修学校」開校

国際バカロレアディプロマ プログラム(DP)の認定校となる
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「ブルーゾーン」とは?

健康で長寿な人々が数多く居住する地域の総称です。

この概念はベルギーの人口学者/ミシェル・プーラン

とイタリアの医師/ジャンニ・ペスが、長寿者が多い

イタリア・サルデーニャ島のパルバギア地方の地図上

に「青色マーカー」で印をつけたことに由来します。

●イタリア・サルディーニャ

● 日本・沖縄

●アメリカ・カリフォルニア州・ロマリンダ

●コスタリカ・ニコヤ半島

●ギリシャ・イカリア島



IB Conlnuum Programs【小学部・中学部・

学校教育法による学年区分

O15の学年

公立・私立小学校 [小学1年生～小学6年生 ]

JJヽ 1昇書『
Elementary

[PYP]国際′ヾカロレア

プライマリー0イヤーズ・プログラム

Grade 2  Grade 3  Grade 4  Grade 5
(2年生)  (3年 生)  (4年生)  (5年 生)

Grade l
(1年生 )

O15 has its own unique learning environment

Advanced Japanese learning

【日本語能力も重視】
一般的なインターナショナルスクー

ルではバイリンガルの人材育成を目

的に「英語」を多用しますが、真のバイ

リンガルとは「1つの問題を異なる言

語で、同じレベルで解決する能力」を

指します。この観点から本スクールで

は、英語の基礎力と日本人の母国語

である日本語能力を「均等に伸ばし

高める指導」を大切にしています。

教室では小学1年生から論理構成に基

づく「日本語の4技能」を高める授業

を実践。これを大きな特徴とします。

童 量

RiChilllざ
Iilそil:erlenCe

しまくとうば  沖縄は長い歴史の中で、独特の文化や風習を生み出してきました。

とくに「琉球語(=し まくとぅば)」 は代表的な「琉球のアイデンティティ」で、

9〔:1き鳥ろ陶貪灘鱒弄半:1些井
空   手  2011年 より放課後のクラブ活動の一つとして   'オ     ' ミ

行つていた空手を、今年度から本格的に授業に取り入れました。   ″ 
い

沖縄を発祥の地とする空手は、いまや世界に広まつています。

沖縄のアイデンティティを体感しながら黒帯をめざして鍛錬することは、学ぶ者の心を強く

します。自らの目標に向け、困難を乗り越えながら成功をつかんでいく精神力を養います。

O15が持つ独自の学習環境
School Logo Message ～ロゴマークに込める想い～

外を囲む青い円は、沖縄の「0」 、Oceanの「0」 を模しています。未来へ羽ばたく鳥の足とまつすぐな瞳を「I」 で表現します。

そして「S」 のイメージで鳥の姿を描きます。青い円の外側まで突き出すくちばしには、沖縄を飛び出して日本へ、

世界各地へ飛躍してしヽく将来像を。王冠には、常にトップに挑んでいく勇まししヽ決意の心を込めています。

(HOLD ON ttO YOUR DREAM AND CLIMD FOR IT.〉 ～ 夢を持って !そ こをめざし登り続けなさい～

Enhanced English irrlrrlersion

【英語4技能の育成】
英語で授業を行うため、英語4技能を

段階的に身につけていける独自のプ

ログラムを実践します。

英語力の指針は、小学3年

生で英検 3級 レベルを、

4年生。5年生で準2級、

5年生。6年生で 2級、

中学卒業時に準 1級取得

を目標にバイリンガルを

目指しています。

ICtt integrated education

【充 実 し た iC丁 環 境 】

本スクールでは、2012年から小学部の児

童にiPadを提供 し、速いスピー ドで進化す

るICT環 境に適応するための教育環境を整

えています。2018年からは小学部にLife

丁ech(ラ イ フ

テック)クラスを

導入 し、論理的

思考力を持つた

IC丁 スキルを育

成しています。

沖縄を「知る・学ぶ」授業

高等部】国際バカロレアの一貫教育

国際バカロレア ミ ドル・イヤーズ0プログラム

公立。私立高校 [高校 1年生～高校3年生 ]

高等部
High School

Grade 1 0
(10年 生 )

df珀
び:33五

 >
(11年生)   (12年 生 )

国 内 の 大 学 ヘ

丁o」 apanese
universities

海外の大学ヘ
丁o Overseas
universities

世界を舞台に活躍していく

「グローバルエリート」に成長

IB Learner Pronle IBプ ログラムの学習者像

lB Programs IBプ ログラム 3つの教育課程

DPと は IB(国際バカロレア)の

ディプロマ・プログラム(17歳・

18歳 )。 通常 日本における高校

2年・3年次に実施する。

MYPと は IB(国 際バカロレア)のミ ドル・

イヤーズ・プログラム (11歳 ～ 16歳 )。

小学6年生より開始し、中学の3年間を経て、

高等部 10年生までの 5年間で実施する。

PYPとは IB(国際バカロレア)のプライマリー・

イヤーズ・プログラム(3歳～ ]1歳 )。

3歳児～ 5年生までの間に、6つのテーマを

もとに探究学習していく。

IB Continuum SchooI
O15の理念を達成するために「最高水準の国際教育」を導入

国際バカロレア辮緊蒲世認定校
Advanced international education program

最先端の国際教育プログラム
本スクールは、2011年 7月 に国際バカロレア プライマリー・イヤーズ・プログ

ラム(PYP:Primary Years Programme)、 2016年 7月 にミドル・イヤーズ。

プログラム (MYP:Middle Years Programme)、 2020年 12月 にディプロマ・

プログラム(DP:Dip10ma Programme)の 認定を取得しました。

国際バカロレアは、スイス・ジュネープに本部を置く国際バカロレア機構が提供

する、世界で最も権威のある国際教育プログラムの一つです。

Becorning a cornrnitted giobal citizen

真の国際人となるための学び

国際バカロレアプログラム(IB)の 特徴は、横断的な教育内容にあります。

教科書lFm重、教師中心、成績優先の教育ではなく、科目や学年が相互に連携しながら、

自己、社会、国、世界の成り立ちなどを学んでいきます。

こうした環境の中で、子どもたちは物事を深く探究し、多角的に考えていくように

なります。自分で考えて行動することの意義が授業に組み込まれています。

生徒たちには、自分が学んでいることがテス トや受験のためだけでなく、世界と交流

していく「真の国際人となるための学び」であることを理解させる指導をしています。

Applying giobal standards to
empowerstudentsin Okinawa

沖縄で世界基準の全人教育を
IBのカリキュラムは、知的発達や人格的成長、情緒や社会性の発達に

力を入れると同時に、「言語」「人文科学」「理科」「算数・数学」「美術」の

各教科の学習にも取り組んでいます。

すべての児童・生徒が、思考力や表現力、倫理観、研究性、異文化への

理解と寛容性を育み、偏見のない心を養います。

豊かな人間性と国際通念を持つ「真のグローバルエリート」を沖縄から。

私たちは、国際バカロレア認定校として、沖縄の地で世界 トップレベル

の教育が受けられる環境を提供し続けます。
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Enriching students口 potentialthrough 5 years of
progressive and giobaHy― centered education
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知性と国際感覚を養い「現在から未来
への大きな可能性」を拓いていく5年間

01Sの小学部は、国際バカロレアのプライマリー・イヤーズ・プログラムにあたります。

児童は、このカリキュラムを通して物事を深く探究し、国際的視野を培い、知識が増えて

いくことの喜びと、学ぶことの意義。意欲を身につけていきます。

また、社会の成り立ちを学習する中で、相手を尊重する気持ちを学び、信念を持つて自分の

意見をまわりに伝える力を身につけま視 さらに、探究してきたテーマを振り返つて検証する

ことによつて、学びの質をさらに高め、自分の力で問題を解決していく行動力も養います。

矢口識や感性のグローバルな成長を通じて、児童の現在から未来に大きな可育ヨ性を拓きます。

A rnodern style of education based on a

transdiscip‖ nary approach to explore topics

and contents

1つのテーマを複数の教科で探究学習

PYPを学びの軸に、児童自身が探究することの楽 しさを感じ、そのプ

ロセスや方法を理解させながら成長をサポー トします。固定観念にと

らわれず本質をとらえさせる指導で、子どもたちは身の周 りのこと

や社会全体の問題について深く考えるようになります。学ぶことに

前向きな IB学習者として、知識、身体、感性の全人教育を実践 します。

Future career after Elementary Education

小学部からの進路
IB continuum education～国際バカロレア(IB)の一貫教育～
「国際バカロレアの一貫教育」を求めて、多くの在校生が「01Sの中学部」へと進んでいきます。

小学部 Elementary

国際バカロレア

プライマリー0イ アーズ・

プログラム

A curriculum thatintegrates and values

the Okinawan culture and identity

「 沖 縄 」の ア イ デ ン テ ィ テ ィ も 大 切 に

感受性豊かな小学生の時期に、「沖縄のアイデン

ティティ」という、もう一つの大切な学びも。

「沖縄」が舞台の国際バカロレア校として、郷土の生

活。文化・歴史などを学ぶ「しまくとぅばと空手」のク

ラスを開設しています。IB学習者の使命である“平和

な世界を築くこと"にも通じる独自の指導方針です。

「進路相談デスク」

が万全にサポート

01S中学部への進学や、公立小

学校からの転入学など、あらゆ

る進路相談にお答えします。

Resonate llvith ch‖ drens:senses
丁he enjoyment oflearning′ the ab‖ ity to think′ and the expansion of knowledge

昨年度から小学部の1年生～5年生では、教科書の枠を超

えてUOl(探究学習)のテーマに沿つた文学作品を取り入

れています。ペアワークやグループワークなど児童の興

味を刺激するスタイルで、インターネットで検索したり、

活発にコミュニケーションしながら学習します。

将来、MYPや DPで求められる文学作品を読み解ける

力の育成にもつなげます。

初めは授業やスクールの中

だけに留まっていた学習が、

やがて帰宅後や休日の自主

的探究に発展。互いに刺激し

合つて学ぶ姿に変化します。

児童たちは次第に、iPadを 自

己表現のツールに使いたいと

意識しはじめます。自分が持

つスキルを存分に発揮し、挑

戦し続ける人へ成長します。

Life Techク ラスでは!CT学習を推

進しています。児童個々にiPadを配

布し、低学年ではその基礎的な使い

方からビジュアルプログラミング、

アプリを使つたポスター作りなどを

行つています。中高学年では、編集

アプリを使つた動画作成や、プレゼ

ンテーションに使うスライ ドの使い

方などを自由に触りながら学習。

PYPの最終学年で行うエキシビショ

ンでも大きな成果を発揮します。

ン
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Studentt yoFce

平良 こ|よ く Kohaku Tal「 a〈 Grade l〉

A rtの 授業は、自分で想像したものをたの

しく作れるからいちばん好きです。

わたしは将来、お笑い芸人のようなお医者

さんになるのが夢です。病気やケガで苦

しんでいる人を笑顔にできる、おもしろ

くてやさしいお医者さんをめざします。

心装・体を歳蔦ぎゼ聡≧長

児童の五感に響かせる学びの楽しさ・考える力・知識の広まり

薔除聾語

鯰 :こ書体験を提供しますo

言語能力の成長は、単独で教えられるものではありません。国際

バカロレアでは、国際的な視野を持ち、寛容さと理解力をもって

様々な概念を受け入れていける学習者像を育成します。英語で

は、「読む」「間く」「書く」隔舌す」「見る」「発表する」などのコアス

キルを中心に指導します。児童は習得した英語能力を、世界と交

流するためのスキルとしてユニークに活用し始めるのです。

児童は初めのうちは英語での

コミュニケーションに戸惑いを

感じます。しかし成長するにつ

れ、自由に自信を持つて自分の

意見を述べるようになります。

]鍮
こしています。

KoMく ん 〈Grade 2〉

ぼくは、ぜんぶの教科が好きです。なぜかというと、体いくと音がくはセットで

体をビートできるからです。Lre Techは 、プログラミングがたのしいからです。

アー トは、工作したり、すきな絵をかけるからです。日本語は、ユニットと本が

同時にかわるから楽しいし、算数は、ずつとがんばりたかつたからです。

英語はことばのルールが学べるし、∪01で は海外でおこつた事件も勉強できます。

ぜんぶの教科が好きなりゆうは、先生がみんなやさしいからです。

ぼくのゆめはケーキ屋さんです。コロナでくるしんでいる人たちに、おくすり

が入つたおいしいケーキをつくつてあげたいです。

施
面
・

児童は算数を学ぶことに意欲

的で好奇心BI盛で魂 常に共同

作業で協力し合つて探究し、

理解と応用を深めながら能力

を積み重ねていきます。

算数の授業は「探究クラス」に基

づく横断的な学習です。

授業には探究型とプロジェクト型

の両方を取り入れ、つねに複数の

視点から考え、算数の知識や理解

を実生活と結びつけていきます。

このカリキュラムを通じて、児童

は探究心や思慮深さ、豊富な矢ロ

識、反省力、バランス感覚、思いや

り、心の広さ、挑戦する姿勢など

を一歩ずつ身につけていきます。



English⊂ ompetency

本物の英語力を育成

ただ単に聴しヽて話せる英語で

はなく、「英語を自在に使しヽこ

な して」自分の意見を伝えた

り、討論したり、思うままに記

述できる能力を完成させます。

◆英検…5年生までに準2級 レベル以上

◆丁OEFL P「 imary Step2-ス コア212以上

::丁
earn tteachingil Development to Support

the Language Environment

言語環境を支援する

「 チ ー ム・ テ ィ ー チ ン グ 」体 制

小学部では、外国人教師と日本人教師

が共に授業を計画 し、児童の言語 レベ

ルや教科内容など必要に応 じてチーム

ティーチングを行つています。

たとえば、授業で使う言語が英語の場合、

外国人教師が主となる授業を行い、日本人教師はサポー トに徹 し

ます。これによつて児童 |よ 、英語環境の中でも日本人教師に頼りす

ぎることのない、自立 した学びの形を身につけていきます。

Utilizing Advanced l⊂ 丁

IC丁環境を授業 に活用

より高しヽ学習効果や、授業の能率

化、情報社会に即応する 丁技能の

向上をめざして、英語や日本語、算

数などの各教科から、国際バカ□

レアの探究学習まで、すべての児

重が専用のタブレット端末(lPad)を 活用。

先進の CT環境を授業に取り入れてしヽます。

Studentt yolice
松根 まい Mal Matsune〈 Grade 3〉

わたしは、アー トと体育と日本語が好きです。アー トは

工作をしたり、いろんなそうぞうをしてカラフルな絵

をかけるからです。体育はたくさん走れるのが好きです。

日本語は本を読んでくわしくしらべたり、ポスター

をつくって発表することが楽しいです。

わたしの夢は、ほいくしです。小さな子のおせわ

をすることが好きだからです。そしていろんな

国で、OSでならつたことを教えたいです。

lntensive Japanese lnstruction

日本語での指導も万全 に

多くの児童の第一言語である

日本語をしつかりと学習。

理科、社会などの国際バカ□

レアの探究型授業には、「英

語」を取り入れながら語学力

を高めさせ、日本語も活用し

ていく授業を進めています。

ロ ロ

丁ravelthe world with an understanding ofinternational
culture using Japanese and English languages

Professiona‖y Addressing the
Differences in Language Ability with
Supplementary⊂lasses

英語・日本語の習熟度 を補 う

【言語サポートクラス】
入学直後や年次が進んでしヽく中で、児童の間で |よ 英語や

日本語の言語力に習熟度の差が出はじめます。児童自身

の不安や、保護者の こ心

配を解決するために、小

学部では日本語、英語の

授業中に「言語サポー ト

クラス (P∪ |10∪ tク ラス)」

を併設 して、基礎語学を

しつかりと支援 します。

算数で『世界第2位』の快挙 !

‐‐‐‐‐‐  

‐

ni‐

‐‐‐‐

i´ 儀:

Numeracy     l
Challenge

ヽ
●

　

‐
」
ト

口 r7″

TOP2in l‖
]‖:!昇」馬 chanengel

¨̈”̈一一一・一一̈・”・一一一一一一一一一一一一．．̈“一一一一鐸

畢
ば
「闘

イギ リス ∃一ロッパ 中東・アジアの各地域で開催される、

世界中の子どもたちが算数の能力を競 うチャレンジ大会

「Mathletics N∪ meracy Cha‖ enge」 。

この大会にOSの 1年生～5年生が参加 して、世界中

からエントリー した674校の中からOS生が

見事「世界第2位 Jに輝きました。

口 ¬ユ  ^

⊂lass Schedule

国際バカロレア プライマリー。イヤーズ・プログラムの探究型授業を中心に、

国際バカロレアの基準に沿つた教科学習を進めます。

学習内容が多岐に渡るため、一般の小学校より多めの授業時間数となります。

Grade l Class Schedule l年 生クラスの時間割モデル

Homeroomホームルーム

□
Q鱗潔e Tda回□ 匿 配 睡 □

プライマリー・イヤーズ・プログラムのモデル

丁ransdisciplinary⊂ urriculum
Spanning Six Units oflnquiry

教 科 の 枠 を 超 え た「 6つ の テ ー マ 」

テーマの探究を通じて算数や社会、理科などの教科

スキルを養います。同時に、教室で学ぶことと社会

との「つながり」を意識させる指導も大切にします。

一υ
／

●

ヽ
1

PYP rnodel

9:45^ン 10:30

10:45～ 10:55                  Recess休 憩

UOI/Eng`h  ∪ol/Math
英 語    算 数

UO/A rt     UOI
美 術   探究型授業

Ｕ

語

げ

英

UO/Eng`h  uol/Math  UOI/Eng sh  uo/A rt     UOI
英 語    算 数    英 語   美 術   探究型授業

探疑 業

α

算 !"探 悽 業

°

翼 :¨ 讐 顎

h

探疑 業

Ю

li菫

∞

探悽 業

Ш

lit崚

12:15-13:15 Lunch昼 食 /Free t me昼休み

Ш
羮

崚
響い糞 U瞥顎h mdMF

14:05-14:50
∪°
」]鷺営

いeッ
;樗事タク ftt U瞥 顎

hW[脳
"3

Homcoomホ 却 レ ム /G∞ 雨ng漏

英語で行われる授業    日本語で行われる授業 バイ リンガルで行われる授業

Ｕ

語

げ

英

Ｅ

育

Ｐ

体

テーマ 1

テーマ 2

テーマ 3

テーマ4
テーマ 5

テーマ 6

私たちは誰なのか

私たちはどのような場所と時代にしヽるのか

私たちはどのように自分を表現するのか

世界はどのような仕組みになつているのか

私たちは自分たちをどう組織しているのか

この地球を共有するとしヽうこと

』 ■

口 xhilbiti(Dn

エキシビション 学びの集大成
国際バカロレア プライマリー・イヤーズ・プログラムの探究学習発表

会として、PYP最終学年の5年生によるエキシビシ∃ンが行われます。

児童がこれまでの学習で培つてきた、探究する力。まとめる力・発表す

る力・協働体験・知識・スキルなどのすべてを、英語と日本語の両言語で

発表 します。昨年度も児童が自ら興味のある社会問題を選び、〈新型コ

ロナウイルス 〉・〈絶滅危惧種〉・〈アー ト〉・〈ゲーム中毒〉・〈インター

ネット〉・〈宇宙こみ〉・〈再生可能エネルギー〉について発表 しました。

Studentt lたガce

田本寸 イ圭音 Kanon ttamura〈 Grade 4〉

私が一番すきな教科は∪〇|です。2番 目にすきなのは体育です。

私は〇ISで、みんなを笑顔にすること、新しいことを矢□ること、わから

ないことを一つひとつへらすことを大事にしています。

私には3つ の目標があります。1つめは、読書貯金通帳

をクラスのみんなが一冊でも多く完成させて、他の

学年と比べられないぐらいの差をつけて勝つこと、

そして今年、180冊 の本を読みたいです。2つめ

は、英検2級、英検準1級に合格することです。

それに向けて問題集をがんばります。3つ めは、

2021年の冬か2022年の春に行われる、スキー   ,

検定のジュニアの1級に合格することです。

矢口花 温生 Ats∪ ki Chibana〈 Grade 5〉

〇ISの先生はいつも私をサポートして、間違いを教えてくれたりほめてくれたりし

ます。学力診断テストのあとには、どんな学習をすればいいかを考えてくれます。

私のように前からOSで英語に慣れてきた子は、入つてきたばかりの

友だちに教えたりもします。教えるほうも教わるほうもいい教訓が

得られるからです。私は算数と日本語が好きです。算数の授業はたま

に難しいけど、先生がゲームをしたりして楽しく教えてくれます。

日本語は先生が漢字を覚えやすいように工夫してくれます。ユニッ

卜にある物語について、事実的問い。概念的問い。議論的問い、を

話し合うのが楽しいです。私の夢と目標は、OSで学んだ英語の

スキルやIBラ ーナープロファイルのスキルを使つて、プロのテ

ニスプレイヤーになって世界に飛び出すことです。

じ _



⊂lass Schedule

多

国

言

際

語

的

中学部での一日

Grade 6 Class Schedule 6年 生クラスの時間割モデル

ー ー ー ー
“

8:30～ 8:40        HOmeЮ omホームルーム

椰…5■回 回 四 □ 國
940-lK1 30■国 □ □ 囲 □
-̈0■□ 回 回 回 □

い'5■□ □ □ □ 霙

蕊 ■国 囲 □ 囲 □
帥“0■□ 囲 □ 囲 囲
帥…0■国 □ □ 尚□幡5o引am     Homc∞ mホ 幻レム
E]英語で行われる授業   日本語で行われる授業  Eヨ 英語と日本語に分かれて行われる授業

Providing a rnultilingual environmentヮ 、″e raise

our students to become globa‖ y口 :ninded actors

かつ包括的な学習環境の中で

な視野を持つ人材を育成
中学部では、本来、小学校の段階であるGrade6(6年生)から、「国際バカロレア」の

ミ ドル・イヤーズ・プログラム(MYP)が始まります。

小学部の探究学習で培つてきた矢口識や能力をさらに深めて、高等部、ひいてはDPヘス

ムーズに移行していくための重要な期間です。教科学習を通して、世界を舞台に活躍で

きる英語などの外国語学習を通じ、コミュニケーション能力を身につけていきます。

さらに日本の伝統文化や歴史、言語も深く学び、自分自身のアイデンティティを模索

しながら、真のグローバルエリー トを育てます。

「すべての知識は相互

欄嬰事
g:][垂

②7
lnterculturaト
u嘲

「生徒・保護者・教職

員が、自国や他国の

文化を尊重」する

国際的視野

⊂ommunication

U
「開かれたコミュニケ

ーシ∃ン」の重要性を

理解し、そのスキルを

習得する

中学部では、国際バカロレア(IB)の探究型授業を中心に、

ミドル・イヤーズ・プログラムの履修科目を学びます。

Grade 9 Class Schedule 9年 生クラスの時間害Jモ デル

ー ー ー ー
“"30～

●40      HOmぃ oo mホ 却 レ ム

M…5■国 □ 四 □ 國
9411-10311■国 □ 四 □ □
-̈0■□ □ □ □ □
嘔-5■□ 四 □ □ □ワ25¬椰      山∝h断∞k験
蕊 ■国 囲 回 □

帥…0■国 □ □ 茉 □
拓5o― m     hmeroomホ 詢 レ ム

E]英語で行われる授業   日本語で行われる授業  Eヨ 英語と日本語に分かれて行われる授業

帥“0■国 □ □ 囲 囲

空  手

⊂lasses centered on the development ofirnagination′ creativity′ and organization sk‖ ls

０
ン
嘲

初めのうちは恥ずかしがつて

質問をしなかつた生徒も、次第

に好奇心と熱意をもって、質問

や討論を交わすようになり、

自分と社会との関わりを主体

的に学ぶ姿に変わります。

様々な実験で好奇心を呼び覚まさ

れた生徒たちは、より心を開いて

学びを楽しむ反応を見せ始めます。

人体のバランス・自然界のバランス・原子

と化学反応・変化する地球、という4つのユ

ニットで学びます。科学の世界では「魔法」

のように見えても、生徒がその原理を理解

すれば魔法ではなくなる。これを常に生徒

の学習活動の中に提供しています。

間くだけでは忘れる。見れば覚え

る。やれば理解できる。チャレン

ジングな課題に意欲的に取り組

める授業を構成しています。

Studentt yoFce
大塚 遥車甫 Yosuke Otsuka〈 Grade 7〉

僕は社会の授業が特に好きです。1つのテーマについて調べて意

見を出したあとに、クラスメー トとお互いの意見について話し合

う授業の進め方が気に入つています。そうすることで自分とは

まつたく違う意見も間けて、視野が広がる感じでおもしろいです。

将来、何になりたいかは、いま探している真つ最中です。自分

が楽しめて、ほかの人に喜んでもらつたり、まわりの人を

助けられるような仕事につくための勉強をがんばります。

平安山 結衣 Yul Henzan〈 Grade 8〉

私は音楽の授業が大好きです。OSでは楽器や音符の読み方を学ぶだ

けじゃなく、楽器の歴史についても先生の説明や動画で理解してい

きます。これは音楽以外の授業でも、ただ間くだけではない、自分で

探究して知っていく習慣になります。私の目標は卒業までに英検準

―級に受かつて、一級にもりじ戦することです。理由は高校生になつ

た時に、もっと難易度の高い他の検定やテストにチャレンジし

たり、今までのスコアよりもつといい点数を取りたいからです。

発想力・創造力・構想力の開発を核とする授業

歴史と社会科学の授業を組み合わせた年

間4つのユニットで構成。授業は探究型

で、若くから高次の思考を身につけていく

IBの ミッションに沿つてキーコンセプ ト

を理解していきます。01Sでは国際教育と

同時に、沖縄の文化を矢口り、歴史を理解し、

体験することにも重点を置いています。

音楽と歴史を組み合わせた貴重な

コラボレーション単元への参カロや、

古代中国を題材とした発明品の試作

など、常に「新しいアイデア」を取り

入れながら「生徒が中心」「少人数」の

独創的な学習環境を提供します。

中学部ではIBデ ィプロマ・プログラ

ムも視野に、早い時期から英検準 1

級の取得を目指します。国際標準の

語学カテス ト。丁OEFLや 1巨 LttSに

対応するため、フラッシュカー ドや

ドリルを使つて年間 140時間のカ

リキュラムを組んでいます。

生徒も教師もすべてが「愛に

満ちた世界市民」として成長

していくために、OISでは奉

仕活動の授業も大切にしてい

ます。1つ 1つ の機会や経験

が、生徒の人生に新しい視点

や洞察力を与え、尊厳・感謝・

多くの経験が生徒たちの   責任。理解。協調の心で平和な

灘 ユ妥住3苫言[ょに凛晨笑11:つながつていきます。
    ゅくことを願つています。

デザインに関する知識と理解を

深め、実践的で創造的な問題解

決能力の向上を目指します。技

術や革新が生活。社会・環境に与

える影響まで理解を深めていく

ことを最終日標とします。

視覚的な感性を磨かれた生徒

たちは、自身の創作過程を感情

的に概念的にとらえていける

力を身につけます。

美術を学ぶには多様な文化への

知識と理解が重要です。生徒が精

神的にも感情的にも活発である

ことが、この創造的なプロセスに

成功をもたらします。時には授業

の初めにサルサ音楽を流して高

揚感を分かち合います。一人ひと

りが優れた美的感覚で芸術を鑑

賞し、理解し、分析し、倉」造する力

を育むために、包括的な視覚教育

をテーマとしています。

音楽の授業では、9年生(MYP4)の

生徒が自分たちでアレンジした曲

を「ペーパーリ 一ヾカッション」で演



A Versatile⊂urriculurYl that Enhances
Language Adaptability and Readiness
for Various VVorld… Standard Eng‖sh
Prolciency ttests

「言語適応能力」を高めるカリキュラムで
ハイレベルな資格取得を目標に

中学部ではほとんどの教科を

英語で学ぶため、入学時から一

定レベルの英語力が求められま

す。そこからさらに言語の適応

能力を高めるカリキュラムを実

践 し、そこで身についた英語力を

測るため、英検を受験する生徒もしヽます。準 1級、1級の取得を

目指 しながら、下OEFL」 rや IBTの八イスコアにもりふみます。

また漢検などの幅広い資格にもチャレンジします。

■ 中学部での [英語レベル成長目標 ]

成長目標 Grade6終了

CEFR基準 A2 Bl B2

丁OEFL」 uniorスコア 600-750 745-850 850‐ 900

日本の「英検」 準 2級 2級 準 1級。1級

Develop subject… specinc knOwledge′ high ethical standards′

and practicallanguage sk‖ ls

統合的な知性と高い倫理観 実践的な語学力を育成

|ヨ1:IEIProil」:sed Learnlng
社会貢献や奉仕活動の成果を発表

2020年度、本スクールでは中学2年生の生徒

が、国際バカロレア ミドル・イヤーズ・プログ

I:1:算S弱萌a≦∬民デ トビツクE鰐‖1,!|li‖ ‖li´

ま瀾 鞠r■ t瀾 ‖
ティ・プロジェクトとは、生徒たちが自ら周辺

―

 ヽ
地域のニーズに対する意識を高め、課題探究を掘           ↑

i〕

り下げ、導き出した課題解決のために地域への奉仕

活動等に積極的に取り組み、最後にその活動報告を英

日の両言語で発表する、一連の探究学習プロセスです。問題解決型学

習の積み重ねから、生徒自身も地元のみならず世界で起こつている

様々な問題についての考えを述べていく力が身についていきます。

弥』][勇勇

`ラ

fi 贄冒Ъ器

1llerSOElal □
rOlect

自主的な探究活動の成果を発表
【パーソナル・プロジェクト】

国際バカロレア ミドル・イヤーズ・プログ

ラム(MYP)の 5年生(高 1生 )に よる、集大

成の探究プロジェク トです。生徒は自身の

興味に基づく成果物を創作することを課され

ており、それは調査、計画、行動、および振り返り

という一連の活動の中で創り上げられます。

MYPで学んできた様々な事を独自の創造的手法でまとめ、発表す

るプロジェク トです。昨年の発表会では、簡単に焼けるオリジナル

のグルテンフリー・レシピ・コレクシ∃ンのオンラインサイ トの

作成や、自作の詩の小冊子作成の発表を行いました。

サポートする体制も充実

毎日の授業を進めていくうちにどうしても、個々の言語力

に多少の習熟度の差が生じてきます。生徒や保護者の不安

やこ心配を解決するために「サポー トクラス」を併設し、基

礎語学の4スキルを万全に支援。「母語・英語・日本語のマル

チリンガル」を国際社会に活きる言語能力とします。

Educationa1 0utbound ttrips to Explore
History′ Nature′ and⊂ulture

歴史・自然・文化を探究する「校外学習」

生徒たちは「学校の外」、つま

リリアルワール ドで、さまざ

まなテーマを学ぶ活動を体

験します。これらの教育的な

「校外学習」|よ 、生徒たちを地

元の歴史、社会、文化、政治、

科学、自然、環境を考える機

会に結びつけます。理論を現

実に体験することは、とても

重要な学習プロセスです。

Service as Action

奉仕活動

保育園、幼稚園、小学校等

でのボランティア活動や、

小学校の児童を対象とし

た活動の企画、外部施設

(老人ホームやデイケアセンター等)への訪問など、校内や地

域でのボランティア活動、奉仕貢献活動への参加なども授

業の一つに組み込まれてしヽます。

Smooth transition frorn PYP to DP

PYP学習を生かした DP学習の出発点
MYPでは、PYPにおける教科の枠を超えた横断的な学習モデルから、集中的な教科

学習と学際的学習モデルヘ移行します。PYPで培つた探究の姿勢を教科学習にも応

用させる、とても大事な時期です。教科学習は知識の習得のみに終わらず、「学んだこ

とと社会がどのように結びつくのか」という考えを中心に据え、国際的な視野と能動

的な学習者になれる人材の育成をめざしています。また、ディプロマ・プログラムヘ

の出発点ともいえるMYPでは、DPに進学する生徒に求められる技能や矢口識、それら

に対する学習姿勢を、連続性のあるカリキュラムで習得させる環境を整えています。

MYP model ミドル・イヤーズ・プログラムのモデル

4つの基本要素
◆指導の方法◆グローバルな文脈

◆学習の方法(A丁L)◆概念

自主的行動・奉仕活動
◆行動・奉仕活動

◆パーソナルプロジェクト

◆言語習得(英語。日本語)◆言語と文学(英語。国語)

◆個人と社会◆数学◆デザイン◆芸術(美術・音楽)

◆理科◆保健体育

Acadernic careerfrom Middle School

中学部からの進路
沖縄国際学院 高等専修学校には、国際バカロレアコース(IBコ ース)と

国際リベラルアーツコース(ILAコ ース)の 2つのコースが設けられています。

01S中学部からの内部進学生や、県内外、海外から留学生が集い、国内外への大学進学を

目標に、より専門的なカリキュラムで質の高い国際教養の矢口識とスキルを学びます。

Studentt yoFce

大城 萌々 Momo Oshiro〈 Grade 9〉

私が最も好きな教科は体育です。いつも動いていることが好きな性格な

ので、今日は体育で何をするのか考えるだけでもワクワクします。

また、このコロナ禍の自粛中に、私はたくさんアニメを見ました。

そして声優という職業に憧れました。声優さんは声だ

けでキャラクターの気持ちを表現して、その力で人に

夢を与えることも、元気にしてあげることもできる

素晴らしい仕事です。これからもつとOISで英語力

も磨いて、声優へのチャレンジに生かしながら、

私がそうされたように、私も誰かに夢を与えら

れる道へ進めたらいいなと思います。

De‖ 編用腱乖
院 高等専修学校
LT:ONAL 5⊂ H00L

Grade10 > Grade12

-―国腟′ゞヵ国l′フ¬_フ  鬱992
0娼踵び尺写κア三了否_ス 晏斬 毛:1

※詳しくは高等部のパンフレットをこ覧くださしヽ

ロ 口
”

中学部 Middle School

進路相談デスク

インターナシ∃ナルスクー

ルの進路 |よ 、以前より非常に

選択肢が増えてきました。特

に国際バカロレアにおしヽて

は、文部科学省も推奨する国際認定プログラムのため、国内

の国公立・私立大学も積極的に受け入れています。国内の大

学をはじめ、海外進学も視野に入れた多様性のある進学カウ

ンセリングが重要です。本スクールで |よ 中学部から継続的な

進路ガイダンスを行しヽ、様々な可能性を示しながら目標意識

を高める学びの姿勢に活かしています。
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公立小・中学校/教育委員会との関係
本スクールは国際バカロレア(IB)の 認定校ですが、文部科学省から一条校としての認可を受けている学校で |よ ありません。

沖縄県内の公立小・中学校に学籍を置しヽてしヽる児童・生徒は、そこに籍を置きながら本スクールに通学し、学ぶこととなります。

本スクールから児童・生徒の出欠席状況・成績などを定期的に公立学校に報告 します。

※本スクールは、地元の公立学校との教育的な協力関係を推進 しており、

将来的には教員間の研修や生徒たちとの活発な交流をめざしております。

Organレa■on⊂ ha威 組織体制
Parent Assoc a■ on保護者会

Students Councll生 徒会

Ｎｕ
養

■
早幣皿

Ъ曇一轟一

校内研修Elementary 」ヽ学音5 Middle School 中学音5

Elementary」 学ヽ部 保護者の意思確認

OSについての説明 出席報告 (毎月)成績報告 (年 2回 )

在籍とは 出席の確認 成績の確認  指導要録への添付 次学年への引継ぎ  小 中学校卒業

公立小 中学校で行われること  保護者の意思確認 在籍簿作成 教科書配布 健康診断 など
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望i椰
世界基準の専門的な探究プログラムで

国際教養を身につける理想の環境
独

探究学習に役立つさまざまな

書籍や資料があ ります。Wi― Fi

でPCやタブレットか ら素早 く

情報収集できる、メディアセン

ターとしての機能も持ちます。 不 覇

化学実験中の安全を守る国際

基準に合わせた設備・機材を

導入。講義のためのモニターや

ボー ドも設置して、高度な理論

と実践の場を提供します。

音楽は世界共通の感性を倉」

造 します。小学部、中学部の

IBカ リキュラムに即応する

実習設備を整えています。

A Wonderful Environmentto Exercise
Yourヽ4ind and Body

心も身体も元気に !

アクティビティ環境も充実

奔放な倉」造意欲にこたえる芸

術活動のア トリエ空間です。

視覚的な感覚を、感情や文化、

社会的な側面から学びます。

送迎ルー トは県内広域をカバー。

生徒 (児童 )の安全で安心な

登下校をサポー トします。
亀 TIぃ ゝ Tnck&日

d'1

校舎から徒歩圏内の南城市の施設を

使つて、保健体育の授業や、学校行事の

スポーツイベン トを行ないます。

※発着ルー トなどの詳細は

お問い合わせください

Gymnaslum

南城市体育館

=OIsヨjお
毒

南城市 テニスコート


