
3欝酬船肝GttLS with牌習含牌 loNAL S⊂H00L

We practice SDGs(Sustainable Development Goals)With quanty
internationa!education that continues to exp!ore 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

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

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ITx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

高等部昇篠漱覇霙曇穫糠
南城キャンパス 大学入学資格付与 指定校

公式ウェブサイト 資料請求 最新情報を発信します難
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Standing for education that produces worid‐class knowiedgeヮ language skilis a

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.The prograrllme 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

Okinawals First and Only international Baccalaureate Continuurrl School
●
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Okinawa international Schoo1 0週 El象               ″
 cccomplished:3

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・         tm…王 tり子百自げ1具JIIW体九自」CLttO“ ｀ヽ 、秩目CLし lフ 鯛

言語。宗教。政治の違いを超えて、お互いを理解し、尊重し、:

ら学習者自ら課題を見出し、考え、行動し、社会へより良しヽ

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 SchooIの使命

私達の教育は「人権と平和」、「自然環境との共生」、「多文イ

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」、「ll畔」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。                  参|`
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  『真理の探究者』となれ 警
L議
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概淵躙 孵 紫「市種需警
Okinawa embodies… ・

・Open― rYllndedness

・Honorin universal peace

・Preservation of nature

oA unique heritage′ History and culture

・Reverence for rnulticultural diversity

・A history ofinternational relations

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

沖縄にあるもの、それは

人の心の豊かさ

平和を尊ぶ概念

自然とのゆたかな共生

歴史。文化の継承 と誇 ク

異文化。多様性への敬意

グローバルな人材教育の歴史

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 生徒数の増加と初等部開校のため

校舎を那覇市楚辺へ移転

1歳児クラス 開講

初等部を新設

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(初等部6年生)

初等部/第一期生 卒業

初等部 高学年および中等部のための別館スクールを

那覇市壺川に開設 中等部/第一期生 入学

中等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

「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

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

202]年 10月

中等部/第一期生 卒業

第 1回 コミュニティプロジェクト(中等部 3年生)

制服をりニューアル

中等部が「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

初等部5年生 6年生と中等部 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 (× in― Gang
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

文部科学省より大学入学資格付与校の認定を受ける『
lミ
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IB Conlnuum Programs【初等部・中等部・

公立・私立小学校 [小学1年生～小学6年生 ]
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Grade l
(1年生 )

O15 has its own unique learning environment

学校教育法による学年区分

O15の学年 [PYP]国際′ヽカロレア

プライマリ…・イヤ…ズ0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 )

[MYP]

沖縄を「知る・学ぶ」授業

の

，

Advanced Japanese learning

【日本語能力も重視】
一般的なインターナシ∃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、真のパイリンガルとは「 1

つの問題を異なる言語で解決す

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
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cultural experienCe
in Okinawa

ICtt integrated education

【充実したiC丁環境】
本スクールでは、2012年 から初等部の児

童にiPadを提供、中等部ではPCを使用して

授業を進めることで、速いスピー ドで進化す

るIC丁 環境に適応するための教育環境を整

えています。

ICTスキルの育成

を通して、論理的

思考も同時に育

成しています。

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～

外を囲む青しヽ円は、沖縄の「0」 、Oceanの「0」 を模してしヽます。未来へ羽ばたく鳥の足とまっすぐな瞳を「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いく将来像を。王冠には、常にトップに挑んでいく勇ましい決意の心を込めています。

〈HOLD ON TO YOUR DREAM AND CLIMD FOR IT.〉 ～ 夢を持つて !そ こをめざし登り続けなさい～

Enhanced English irnrnersion

【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、初等部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

等部卒業時に準 1級取得

冒尼唇[袋≦ζ。 
ガルを
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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、

本スクールではこのテーマを大切に学びとるためのクラスを設

けてしヽます。この学びは、国際バカロレアプログラムが標榜する

多文化理解、相互の尊重、平和な世界の倉」造へと結びつきます。

空  手   2011年 より放課後のクラブ活動の一つとして

行つていた空手を、2021年度から本格的に授業に取り入ねました。

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しヽます。

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 )

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

「グローパルエリート」に成長

IB Learner Prolle 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

デイプロマ 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 )。

日本における小学6年生より開始し、中学の3

年間を経て、高校1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 るために「最高水準の国際教育」を導入

国際バ 辮緊蒲鮒認定校

df珀
び:33五

 >
(11年生)   (12年 生 )

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。

Beconling a corllrnitted 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。

教科書偏重、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、矢目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、lFm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。

イ
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Grade 7
(7年生 )

Grade 8
(8年生)
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A rnodern style of education based on a

transdiscip‖nary approach to explore topics

and contents

lつ の テ ー マ を 複 数 の 教 科 で 探 究 学 習

PYPを学びの軸に、児童が探究のプロセスや方法を楽しみな

がら身につけていけるよう、教員はサポー トしていきます。

児童は固定観念にとらわれずに本質を捉え、問題について深

く多角的に見る力を培います。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。

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中等部への進学や、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。

Future studies after Elementary Education

初等部からの進路
lB 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の中等部」へと進んでいきます。

初等部 Elementary

●鱚Iヤ
ーカ

‐    ‐

1年生 2年生 3年生  4年 生 ′/

Enriching students口 potentia!through 5 years of
progressive and g!obaHy― centered education

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の初等部は、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硯 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。

Resonate with childrensisenses

丁he enjoyment oflearning′ the ability to think′ and the expansion of knowiedge

3思そ品「 岳 hqJry)と は Bヽカ

リキユラムの中核をなすもので、

児童たちが人生で優れた能力を

発揮するために必要な、RIl識・スキ

ル・概念・行動などの必須要素を学

んでいきますoRIl的 修得型勉強だ

けでない横断的な郎 プログラム

で、幅広くバランスのとれた概念

的な学習体験を提供しますo

昨年度から初等部の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

だけに留まつていた学習が、

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。

児童の五感に響かせる 学びの楽しさ・考える力・知識の広まり

牽ょ彙瑾瞑II夕[よ」ζ号
を

又嘩蛉レや自信を深めて

挑戦を楽しむ姿に変わつていきます。

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。

探究クラスと関連させて英語のクラスでは、「読む」「間く」

「書く」「話す」「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

ま魂 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。

児童は算数を学ぶことに意欲

的で好奇心旺盛で魂 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。

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 ttechク ラスではIC丁学習を推

進しています。児童個々にIPadを配

付し、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。

慇鵬彗聰疑チームヮークゃヵ
IPadで技や演技を撮影し、「どぅすれ|ガ ■ 1、 ′、 ム、ハ ,_

辮塁
吻

誓ξ褥階でいけるのか ?を考え、行動してぃける「RIsk_taker」 を書てます。

〈Grade 2児童〉

〈Grade l児童〉               私はそろばんにかよつているので、算数のじゅ業が一番すきです。

ぼくのゆめは、アーティストになることです。    ほうかごにダンススクールにもかよつているので、しょう来は、ダンスの先生になりたいです。

すきなじゅぎょうは、えいごとアートです。     OSで 一番たのしいことは、友だちとあそぶことです。

たくさんのこうがいがくしゅうにいきたいです。  私の友だちは、みんなかわいくて、やさしくて、かしこいです。私はみんなのことが大すきです。



丁ravelthe world、〃ith an understanding ofinternational

culture using Japanese and English languages

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

Utilizing Advanced l⊂ 丁

iC丁環境を授業に活用

より高い学習効果や、授業の能率
化、情報社会に即応するIT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

童が専用のタブレッ ト端末 (IPad)

を活用。先進のICT環境を授業に取 り入れています。

PYP Exhibition

学 びの集大成

【エキシビション】
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 矢日識・

スキル等の全てを、英語と日本語の両言語で発表します。

児童が自ら興味のある社会問題を選び、〈感染症〉〈絶減危

惧種〉〈テクノロジー〉〈飢餓〉〈災害〉〈自然〉などの トピック

につしヽて発表しました。

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。

＝
Ｌ

A ´

・ヽ

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、児童の間では英語や日本語の

言語力に習熟度の差が出 |よ 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、初等部で |よ

英語の授業中に行 う言語サポー ト

「在籍するクラスにサポートの先生が入る“P∪ sh inク ラス"」

や、明」室で集中的に学ぶ“Pu outクラス'」 、日本語ではJFL

クラスを併設して、基礎語学をしつかりと支援します。

TOP2in l‖
3‖:!昇」馬chanengel

|ノ

LI) :竜
縫I:

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∪ me「acy Cha‖ engeJ。

2020年 、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

01S生 が「世界第2位」に輝きました。

算数でみこと『世界第2位』の快挙 !

Numeracy
Challenge

〈Grade3児童〉

ぼくは、グループワークがたくさんある、日本語

クラスが―番すきです。

しょう来は、発めい家になって、たくさんのもの

を発けんして作りたいです。スクールでは、友だ

ちとみんなで遊ぶことが一番楽しいです。

⊂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
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Homeroomホームルーム /C eaning清 掃

英語で行われる授業    日本語で行われる授業    英語も しくは日本語で行われる授業

Ql.宿題 は どの く らいあ りますか ?

A.各学年によって異なりますが、児童の様子や探究内容によって、週

3回～毎日あります。宿題の内容もそれぞれ教科によつて異なります

が、保護者にインタビューする、前もつて授業に関する動画を見てお

く、ワークシー トの問題などがあります。頑張つても解けなしヽ場合は

無理をせず、スクールヘ持たせてくださしヽ。先生がサポー トします。

Q2.ど の よ うなテス トや試験 があ りますか ?

A.英語力を測る試験としてW DAや 丁0匿 FL Primary/」 unior、 また日

本語では漢字検定を取り入れています(2022年度現在 )。 その他、∪0

(探究クラス)の各単元でプレゼンテーシ∃ンなどの課題があります。

Q3.家 庭 ではどのよ うなサポー トをすれ ば良 いですか ?

A.ま ず |よ 毎日10分でも英語の本を音読するなど、家庭で少 しでも英

語の環境を作ることです。また、スクール内で |よ 日本語に触れる時間

が少ないので、日本語を第一言語とするこ家庭では、日本語の本を読

む環境、漢字の練習などのサポー トをお願しヽしています。

平
、

'シ

く ≧

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。

テーマ 1 私たちは誰なのか

テーマ2私 たちはどのような場所と時代にしヽるのか

テーマ3私 たちはどのように自分を表現するのか

テーマ4世 界はどのような仕組みになつているのか

テーマ5私 たちは自分たちをどう組織しているのか

テーマ6こ の地球を共有するとしヽうこと

〈Grade 4児童〉

私の一番好きなきょう科は、体育

と日本語です。

しょう来は、お医者さんか、バレ

リーナか、先生になりたいです。

そのためにも、おうちでも―生け

んめいに勉強 しています。スクー

ルでは、たくさんの友達と遊んで

いるときが一番楽しいです。

〈Grade 5児 童〉

私が好きな教科は、Artです。なぜなら、絵をかいたり、工作 したりするのが好きで、作る前

に、どんなものを作ろうか、かっこよくしようか、かわいくくしようか、美 しくしようか、お

もしろくしようか !イ可色を使うか、形はどうしようか、バランスはどしようか、どうすれば

自分が納得できる作品ができるかな!と 、考えることが好きだからです。そ して、そのため

に必要なことを調べたりすることも好きです。

私の将来の夢はたくさんあるけれど、1つ はファッシ∃ンデザイナーです。そのために、私はよく

インターネットなどで服の種類を調べています。もう1つの将来の夢は、動物保護の仕事につき

たいです。なぜなら、私は動物が好きで、動物につらい思いをしてほしくないと思うからです。

私がOSで楽 しいと思う時は、友達と遊んでいる時です。友達といると、ずっと笑 つていら

れるからです。∪OIのチーム活動をしている時も好きです。自分のベースで学習できるし、

友達ともたくさん話せるからです。
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「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

「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

⊂lass Schedule

中等部での一日

Grade 6 Class Schedule 6年 生クラスの時間害」モデル

ー ー ー ー
“

8:30～ 8:35        HOmeroomホ ーム,レーム

制…0■□ 回 財 □ □
… ■□ □ □ □ □
いや5■□ □ 四 M□
胸'0■赳 財 財 財 鯰
而 ■国 財 □ □ 囲
郎…5■国 □ □ □ 財
帥…5■肉 肉 肉 舅 肉
555椰 ∝      HOmα ∞ mホ ムル ム

Eコ 英語で行われる授業 Eコ 日本語で行われる授業 Eコ 英/日 で行われる授業(生徒の第一言語によって異なる)

Providing a rnultilingual environment,we raise

our students to become globa‖ y‐ rninded citizens.

多言語かつ包括的な学習環境の中で

国際的な視野を持つ人材を育成
中等部では、本来、初等部の段階であるGrade 6(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。

初等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

に関わり合つている」

という認識に基づく

学びと、その指導

中等部では、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 生クラスの時間割モデル

ー ー ー ー
“

8:30～ 8:35        HOmeroomホ ーム,レーム

制…0■回 □ □ 財 財
935-1025■□ □ □ □ □
いや5■□ 囲 財 囲 □
同'0■財 鯰 財 鯰 財
扁 ■財 □ 囲 回 □
郎“5■国 回 四 □ □
… ■肉 肉 肉 閻 肉椰65怖∝     HOmeЮomホ ムルム
Eコ 英語で行われる授業 Eコ 日本語で行われる授業 Eコ 英/日で行われる授業(生徒の第一言語によって異なる)

喘

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。

⊂lasses centered on the development ofimagination′ creativity′ and organization sk‖ is

人体のバランス・自然界のバランス・自然界の変

化・化合物の名称と式の書き方・化学反応と式・運

動、というトビックを6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。聞く

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。

MYPのデザインのクラスでは、最終的な作

品や解決策よりも全体的なデザイン過程に

重点を置いています。探究心と問題解決は、

デザインの中心です。デザインカリキュラム

モデルを使用して、探究を構成し問題を分析

する方法論、実現可能な解決策の開発・作成、

そしてそれをテストし評価などを行います。

発想力・創造力・構想力の開発を核とする授業

J塾

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。

歴史と社会科学の授業を組み合わせた

年間6つのユニットで構成。

授業は探究型で、若いうちから高次の

思考を身につけるというlBのミッショ

ンに沿つて、重要な概念を理解してい

きます。国際教育とともに、OISでは沖

縄の文化を学び、その歴史を理解 し、

体験することに重点を置いています。

音楽と歴史を組み合わせた他教科同士に

よるコラボレーシ∃ン授業を行うなど、

常に「新 しいアイデア」を取り入れな

がら、「生徒主体」「少人数制」の創造的

な学習環境を提供しています。

英語の言語習得において、中等部で

はlB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。国際基準の語学カテ

ス ト・丁OEFLや IELttSに 対応する

ため、フラッシュカー ドや ドリルを

使つて年間平均 120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、0:Sでは奉

t 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

「将来なりたいもの」への  社会をリー ドしていける、す
インスピレーシ∃ンにも ばらしい「国際教養人」に育ち
つながつていきます。

ゆくことを願つています。

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惰

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

矢口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、創造する力

を育むために、包括的な視覚教育

をテーマとしています。

様々な地域、時代、ジャンルの文学作品や、新聞やポスターなどの非

文学作品も含めて、それらのテクス トを学習し、分析します。言語、登

場人物、作者、時代背景など様々な観点からアプローチし、探究し、筆

記の作文だけでなく、プレゼンテーションや映像作りなど多様な方

法で表現する機会を設けます。こうした活動の中で、創造性豊かな読

み書きの力を育て、コミュニケーションカ、発表力を身につけます。

〈Grade6生 徒 〉                   〈Grade7生 徒 〉

私は日本語も英語も好きですが、日本語は初めて勉  私の好きな科目は、美術・言語習得・科学です。

強するので、より好きです。香港では英語を勉強する  美術は、絵画やデッサンなどのアクティビティに取り組むことができて、楽しい気分になれるからです。

機会がありました。今は日本語を勉強していますが、  言語習得は、英語のスキルをたくさん学べるので、将来、学校全体や日常生活で使える高いレベルの英

動詞やカタカナを覚えるのがとても面白いです。    語力を身につけるのに役立つからです。それに、このクラスはとても居′心地が良いからです。

毎日、上達するために頑張つています。         最後に、科学が好きな理由は、世界(地理や化学など)について、とても興味が湧くからです。

今の目標は、もっと日本語を勉強して、友達と気軽に  将来の夢は、まだ明確にはまだありませんが、英語や海外の言語、人脈を生かした仕事に就きたいとい

話せるようになることです。             う目標があります。OISに 通うようになつてから、海外の人とつながりたい、という思いがずつとあり

私の夢は英語の先生になることです。          ました。そのために、英語の練習をしたり、人との関わり方を考えたりしています。これは、人見知りの

両方の言語で話すことに慣れてきました。       改善や、友達づきあいにもつながることだと考えています。
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統合的な知性と高い倫理観 実践的な語学力を育成
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Meaningfulttesting
and Language
Placement

言語力 に応 じた

クラス分 け

MYPでは外部試験(APTISな ど)を活用 した英語クラス分け

を定期的に実施 してお り、英語力を総合的に評価 します

(CttFR言語運用能力測定指標 )。 評価結果は、カリキュラム

における言語サポー トやクラス分けに使用するだけでなく、

生徒一人ひとりの努力や成長の記録にもなります。

A Versatile⊂urriculum that Enhances
Language Adaptability and Readiness
for Various VVorld― Standard English
Pronciency 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

中等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

徒もいます。準 1級 、1級の取得を目指 しながら、下OEFL
」rや IB下の八イスコアにも挑みます。また漢検などの幅広

しヽ資格にもチャレンジします。

■ 中等部での [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 フ45-850 850‐ 900

日本の「英検」 準 2級 2級 準 1級。1級

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。

口
er50nal

[]lrOllect

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】

Project Based Learning:PBL(問 題

解決型学習)は 、探究型学習の代表的な手

法の一つです。その特徴は、生徒が現実世界の課題を解決するため

の製品(プロジエク ト)を構築することです。(例 :太陽光発電のミニ

チュア八ウス・グルテンフリーのお菓子のレシピ。がん患者の方へ

髪の毛をウィッグとして寄贈など)。

01Sで は、世界のコミュニティヘの貢献を合言葉に、国連のSDGs
にも挑戦する革新的なアプローチで、このPBLを実践しています。

生徒自身がプロジェク トのアイデアを考え、教師はファシリテー

ターとして彼らを支援しながら導いていく、生徒を中心とした学

びのスタイルを一貫しています。こうした先進的な学習体験を通

じて、生徒たちは生涯にわたつて学びへの本質的な興味を持ち続

け、創造的思考・批判的思考・問題解決能力など、これからの世の中

に求められる大切なスキルを身につけていくのです。

Karate

空 手

中等部では2021年度から

週に一度のプログラムとし

て導入 しました。

高等部卒業までに黒帯取得を

目指して取り組んでしヽます。

Smooth transition from 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

る技能や知識、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
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中等部からの進路
01Sの高等部 (和名 :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)と

国際リベラルアーツコース(ILA)が あります。01S中等部の生徒は、IBDPコースに進学します。

もちろん、このIBDPコースで学ぶための英語力・学力。日標を持つている外部生も、IBDPコースの受験は可能です。

ILAコ ースは、01Sの英語環境や探究教育、海外大学への進学体制を求めて、他校からの受験によつて入学する生徒を対象とします。

|'

||  =`|
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沖縄国際学院 高等専修学校
OKINAWA INT∈ RNAT10NAL S⊂H00L

●国際バカロレアコース
(中等部からの内部進学生が中心)

●国際リベラルアーツコース
(他校からの受験によって入学)

※詳しくは高等部のパンフレットをこ覧ください

中等部 Middle School

進路相談デスク

インターナシ∃ナルスクール

 皿
の進路は、以前より非常に選択

肢が増えてきました。特に国際

バカロレアにおいては、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

中等部から継続的な進路ガイダンスを行い、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しヽます。

〈Grade9生徒〉

私は新しい言語を学ぶことが好きなので、好きな科目は「言語習得」です。

自分の上達がわかりやすいので、モチベーションを維持しやすいと思つて

います。新しい言語を学び、進歩して上達すると、自身が頑張つてきたこと

に達成感を得られるので、すごく嬉しいです。

夢は、国際弁護士になることです。2つの国の憲法を学ばなければならない

のですが、憲法を学ぶ前に英語のスキルを上げなければならないので、学校

だけでなく家でも英語の練習を続けています。

今の目標は、海外の大学に進学して異文化を学ぶこと1最終的な目標は、自

分の法律事務所を経営することです。そのために、今は英語をしっかり勉強

したり、国際的なイベントヘの参加や、憲法等に関する本を数多く読んで、

その夢をかなえるために頑張つていきたいです。



南城市 体育館

南城市 陸上競技場

Schod Unformスクール制服

国際バカロレア教育の発祥地・

∃一ロッパ伝統のタータンチェッ

クに、沖縄が世界に誇る伝統工芸

「紅型」のアクセント柄を取り入れ

た、清楚で活動的なデザインです。

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はありません。

沖縄県内の公立小・中学校に学籍を置いている児童・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/AN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 Cha威 組織体制

Parent Associat on保 護者会

Students Counc 生徒会

Pedagogical Leadershlp Team
教育的リーダーシップチーム

Nu「 se

養 護

Llbrary

図 書

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

Board of Trustees 言平議委員会 Board of Directors 理事会

P「 incipal   校  長

(Pre― Kinder)
Head Teacher
保育 幼稚部主任

(E ementary)
Head Teacher
初等部 教頭

IB PYP
Coo「 dinato「
コーディネーター

IB MYP
Coordinator
コーディネーター

IB DP
Coordinator
コーディネーター

ILA
Coordlnator
コーディネーター

School Bus Driver

バスドライノヾ―

C ass AdMser クラスア ドバイザー

2-5 yea「 s o d c assed/2歳 児 3歳児 4歳児 5歳児クラス (保育 幼稚部 )

Gl‐ G5(初 等部)G6‐ G9(中等部)G10‐ G12(高等部 )
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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

"こ

Wi― Fiで PCやタブレットから素

早く情報収集できる、オンライ

ン資料も充実しています。

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。

朧

ノ

斜一
か

ヽ

音楽は世界共通の感性を創

造 します。初等部、中等部の

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 Allind 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 _二■       ムi:

生徒 (児童 )の安全で安心な

登下校をサポー トします。
蓼奎』:III摯午轡臨、丁

nck&日 d,‐
洟

※発着ルー トなどの詳細は

お問い合わせください

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。

探究学習に役立つさまざまな

書籍や資料があります。

Gymnaslum

南城市体育館

三喜×

卜 し


