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         平成３１年４月１日 

ソウル日本人学校 

校長 小山 一成  

平成３１年度 学校経営計画 

１ 本校の教育基盤 

  日本国憲法、教育基本法をはじめとする諸法規に準拠し、学習指導要領の指導方針に則り、

初等中等教育の推進を図る。また、社会の要請や保護者の願いや期待に応え、人間性豊かな心

身の調和のとれた子どもの育成に努めることで、本校の教育目標である「たくましく心豊かに

世界に生きる子どもの育成」をめざす。 

 

【諸法規】 

  ① 日本国憲法 

・第 4 条 （義務教育） 

「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。」 

・第 26 条（教育を受ける権利） 

「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受け 

る権利を有する。」 

  ※憲法第 26 条は、属地的に働く規定である。憲法第 26 条は直接在外邦人子女に適用されない。 

  ※教育の機会均等や義務教育の無償を定めた憲法第 26 条の精神に沿って、在外教育施設の小

学部、中学部に対して文科省や外務省が支援を行っている。 

② 教育基本法 第１章 

・第１条（教育の目的） 

     「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を

備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」  

・第２条（教育の目標） 

    「教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成する

よう行われるものとする。 

     一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培う

とともに、健やかな身体を養うこと。  

     二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養

うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。  

     三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づ

き、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。  

     四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

     五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国

を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。  

・第３条（生涯学習の理念）  

    「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわ

たって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に

生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」  

・第４条（教育の機会均等）  

    「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、

人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。  

     国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられ

るよう、教育上必要な支援を講じなければならない。  

      国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者
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に対して、奨学の措置を講じなければならない。」  

 ③ 学校教育法施行規則 

 ④ 文部科学省設置法 

・第４条（所掌事務）第 14 号 

「海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国

した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応

のための指導に関すること。」 

 ⑤ 在外教育施設の認定等に関する規程（文部省告示第 114 号） 

 ⑥ ソウル日本人学校規則（※巻末参照） 

【学習指導要領】 
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【社会の変化と要請】 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Society 5.0 における学びの在り方、求められる人材像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【海外子女教育の充実】：グローバル人材育成 

○海外の日本人学校や現地校、補習授業校で学ぶ子供たちは、我が国と異なる言語・文化・社

会環境の中で生活・学習しており、将来のグローバル人材の「金の卵」である。これらの子

供たちが真のグローバル人材となるためには、海外での利点を最大限に活かした教育を受け

ることに加えて、日本人としてのアイデンティティを培うことや我が国の歴史、伝統文化、

国語、道徳等をしっかりと学ぶことも重要であり、グローバル人材育成の最前線にある在外

教育施設の教育の質の向上を図ることは、我が国のグローバル化戦略の中でも極めて重要か

つ有効な施策である。 

○これまで国においては、特に義務教育段階にある海外の子供たちに、可能な限り日本の義務

教育に近い教育を提供できるよう国内から教員を派遣し、日本に帰国・進学する際の接続を

円滑にする観点から、在外教育施設の認定制度を設けるなどの施策を実施してきた。加えて、

今後は我が国のグローバル人材育成を強化する観点から、在外教育施設を高度グローバル人

材育成のための拠点としてより積極的に捉え、教育の強化を図ることが重要である。 

 

 

Society 5.0 の社会像･･･IoT、ロボット、人工知能、ビッグデータ等の先進技術を活用するこ

とで、新たな価値を創出し、地域、年齢、性別、言語等による格差な

く、多様なニーズ、潜在的なニーズにきめ細かに対応したモノやサー

ビスを提供することのできる新たな時代 

※狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会

（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く新たな社会を指

す。 

※IoT：身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる仕組み 

 ＡＩ技術の発達 ⇒定型的業務や数値的に表現可能な業務は、ＡＩ技術により代替が可能に 

         ⇒産業の変化、働き方の変化 

ＡＩ等の先端技術が教育にもたらすもの ⇒学びの在り方の変革へ 

学校が変わる。学びが変わる。⇒Society5.0 における学校（「学び」の時代）へ 

・一斉一律授業の学校 →読解力など基盤的な学力を確実に習得させつつ、個人

の進度や能力、関心に応じた学びの場へ 

・同一学年集団の学習 →同一学年に加え、学習到達度や学習課題等に応じた異

年齢・異学年集団での協働学習の拡大 

・学校の教室での学習 →大学、研究機関、企業、ＮＰＯ、教育文化スポーツ施

設等も活用した多様な学習プログラム 

共通して求められる力： 文章や情報を正確に読み解き対話する力 

               科学的に思考・吟味し活用する力 

               価値を見つけ生み出す感性と力、好奇心・探求力 

新たな社会を牽引する人材： 技術革新や価値創造の源となる飛躍知を発見・創造する人材 

              技術革新と社会課題をつなげ、プラットフォームを創造する人材 

              様々な分野において AI やデータの力を最大限活用し展開できる人材  
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たくましく心豊かに世界に生きる子どもの育成 

（1）めざす子ども像（自分の目標に向かって努力する子ども） 

（ア）礼儀正しく、進んで行動する子ども 

（イ）健康で、思いやりのある子ども 

（ウ）夢をもち、世界に向け心を開く子ども 

（エ）自他の人格を尊重し、和を重んじる愛情豊かな子ども 

 

（2）めざす教師像（教育愛に富み常に教育者としての使命感溢れる教師） 

（ア）子どもを共感的に理解し、愛情を持って接する教師 

（イ）子どもと共に活動し、子どもの喜びを共感できる教師 

（ウ）情熱と責任をもち、共に励む教師 

（エ）夢をもち、世界に目を向ける教師 

（オ）自ら研修に努め、子どもや保護者から信頼される教師 

 

（３）めざす学校像（子ども達が楽しく生活できる魅力ある学校） 

（ア）明るく楽しい雰囲気のただようさわやかな学校 

（イ）学習環境が整備され、美しく潤いのある学校 

（ウ）子どもたち一人一人が大切にされ夢をもち、世界に向け心を開く学校 

（エ）保護者や地域に開かれた信頼される、安心・安全な学校 

２ 本校の基本方針 

(1) 韓国・ソウルで生活しているという貴重な体験を生かして特色ある教育活動を推進する。 

→「現地理解・国際理解教育」の推進 

 (2) 基礎・基本の確実な定着を図るとともに、一人ひとりの個性を生かし、能力を高め、知・徳・

体の調和のとれた教育を通し、心身ともに健康で国際性豊かな幼児・児童・生徒の育成に努   

める。 

   →「確かな学力の定着と自己実現」の推進 

 (3) さまざまな体験を通して、真に社会で「生きる力」を育むことができるよう、全教職員が専門 

 職としての資質と常に教育者としての使命感にあふれ、個々の特性や力量が生かされる組織と 

協働的な学校経営を進める。 

→「学校経営への教職員の協働参画」の推進 

 

 

３ 本校の教育目標 

 

 

 

 

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

①本校児童の実態 

（ア）礼儀正しく、進んで行動する子ども 

・明るく元気で進んで行動することができる。 

・社会のルールやマナー、規則や約束を守ろうとする気持ちが育っている。 

・挨拶のできる子どもが多いが、ＴＰＯを考えた挨拶の仕方を身につけていきたい。 

子ども達の自主・自立を願い、優しく思いやりのある人間関係づくりに努め、自分の目標に

向かって努力・実践を惜しまない国際性豊かな子どもの育成。 
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（イ）健康で、思いやりのある子ども 

・運動が好きな子どもが多い。日頃から外遊びを好んでする子どもが多い。 

・地域でサッカー、野球、テコンドーなどの運動に参加している子どもたちがいる。 

・たてわり活動を通じて、上学年の子どもたちが下学年の子どもたちを大切に思いやる気持 

ちが育っている。また、下学年の子どもたちが上学年の子どもたちを頼りにしている。 

・アレルギー対応が必要な子どもがいる。 

（ウ）夢をもち、世界に向け心を開く子ども 

・落ち着いて学習に取り組む習慣が身に付いている。 

・韓国文化に触れたり現地校との交流会に参加したりする機会を持つことができる。 

（エ）自他の人格を尊重し、和を重んじる愛情豊かな子ども 

・穏やかで素直な心を持って人に接したり行動したりすることができる。 

・友達の意見や考えをよく聞き、認めようとする気持ちが育っている。 

 

②保護者の願い 

・子どもの教育に熱心で、日頃から教育活動に協力的な保護者が多い。子どもたちが安心して 

落ち着いて学校生活を送ること、学習に取り組めることを第一に望んでいる。 

また、ソウルでの経験を大切にするとともに国内の学力水準の定着を期待している。 

   ・学校評価においても教育活動、教育内容、教育環境等の項目で80%以上の肯定的な見方で学

    校を見守っている。 

 

③本校の特色 

（ア）子どもたちに日本と同等の教育を提供する学校である 

  ○新学習指導要領への確実な移行と実施 

（イ）海外（韓国）にある学校である 

  ○現地校との交流学習の充実 

  ○校外学習（社会科見学・地域探検・修学旅行等）の充実 

  ○韓国に学ぶ（現地理解教育、現地素材の活用等） 

  ○日本人としてのアイデンティティを大切にした学び（特色ある教育課程の編成） 

（ウ）幼小中が一緒に学ぶ学校である 

  ○幼児・児童・生徒をつなぐ手立て 

  ○教師間の具体的実践、年間計画の立案 

（エ）派遣教員が全国から集まっている学校である 

  ○教育実践の相互交流 

  ○ソウル型学校教育の構築（共通理解、共通実践） 

（５）空間の効果的活用ができる学校である 

  ○オープンスペースの有効活用、ＩＴ機器等の整備と活用 

  ○栽培スペース・校庭の計画的な整備と活用 

 

４ 学校経営の重点   ◎一人一人の子どもを大切にする学校経営を目指して・・・ 

(1) 確かな学力の育成 

(2)  心の教育の充実       

(3)  健康教育の推進         

(4)  国際理解教育の推進         

(5)  キャリア教育の推進     

(6)  生徒指導の充実   

(7)  安全な学校づくり   

挨 拶 

自 学 立 志 

目標達成へのキーワード 
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５ 本年度の具体的取組 

 

 

    ○基礎的基本的な知識や技能の習得と活用、学習意欲を高める授業づくり 

・「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善、教材教具の準備とその活用 

  ○自己学習力の育成（自主的，意欲的な学習姿勢の育成） 

・宿題、家庭学習の習慣化等 

  ○話し合いのできる教室 

      ・自分の考えを話す。お互いの考えや意見を聞き合う。まとめ上げる活動 

   ○学習指導の質的向上 

    ・指導と評価の一体化，教材研究、校内公開授業研究の推進、教育機器の活用 

   ・各教科指導充実のために教具、備品等や消耗品の整備 

  ○授業時数の確保 

   ・ねらいを達成するための見通しをもった計画的な指導 

  ○新学習指導要領実施に向けて移行措置内容、先行実施内容の実践 

   ・移行期の指導内容の確実な実践（各教科内容の確認、外国語活動の指導） 

   ・「特別の教科 道徳」の指導と評価 

・新学習指導要領の実施に備え、必要な備品等の計画的な整備 

    ○個に応じた指導、特別支援教育の充実 

   ・支援を必要とする児童生徒への「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成と活用 

・ケース会議の活用、幼小中の連携 

・スクールカウンセラーの活用 

 

  

   ○「明るくさわやかなあいさつ」の励行と習慣化の継続 

   ・職員自らが率先して，児童生徒の自主活動を生かした「あいさつ」運動の継続 

○集会活動の充実   

      ・学校集会、学部集会、全校集会、なかよし集会を通して児童生徒の主体的な活動の推進 

  ○委員会活動の小中連携 

      ・生徒会と児童会との連携（学校全体をリードする組織に）リーダーシップの育成 

   ・各児童生徒委員会の活動の充実。児童生徒の発想を大切にした活動計画と実践 

 

 

  ○体育指導の充実 

   ・正課体育、保健指導の充実、指導時数の確保、指導教具資料の活用 

  ○季節や指導時期を考慮した体育的行事や指導の充実 

   ・運動会、マラソン大会、駅伝大会等行事の実施 

   ・水泳指導の計画的な取組 

  ○健康安全教育、食育推進 

   ・各教科や行事等での指導と日常的な取組の充実 

○外遊びの奨励 

 ・ルールを守った外遊び、体力づくりにつながる外遊びの継続 

 

 

○現地校との交流学習の充実 

   ・小学部 上芝
サ ン ジ

小（小１）、ハヌル小（小２、６）、上岩
サンアム

小（小３）、明知
ミョンチ

小（小４） 

新龍山
シンヨンサン

小（小５）との交流学習 

(1)確かな学力の育成 

(2) 心の教育の充実 

(3) 健康教育の推進 

(4) 国際理解教育の推進 
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   ・中学部 善
ソン

一
イル

中、Dwight International School との交流学習、善
ソン

一
イル

中との交換一日体験 

○現地教材を取り入れた校外学習（社会科見学・地域探検・修学旅行等）の充実 

   ・小学部 下学年遠足、上岩洞探検、二村洞探検、消防署見学、浄水場見学、 

工場見学、博物館見学、宿泊学習、修学旅行等 

   ・中学部 ソウル市内校外学習、福祉体験学習、職業体験学習、修学旅行等 

  ○コミュニケーション能力の向上と異文化理解のための言語教育の推進 

・韓国語教育（小１～中３）、英会話教育（幼稚部～中３） 

・交流の場面での活用、日常生活での使用 

○日本人としてのアイデンティティを大切にした学び（特色ある教育課程の編成） 

   ・自分の役割を自覚し主体的に取り組む行事や活動：運動会、発表会(ﾜｸﾌｪｽ等)、ｿｳﾙﾀｲﾑ 

   ・日本文化を大切にした活動：ソウル太鼓の継承、集会での発表 

   ・教育活動、週時程の工夫と計画的な実施：クラブ・委員会活動、ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ、清掃活動等 

○教職員研修の充実（教師自身が韓国を知ること） 

・韓国の教育事情の理解 

   ・現地理解研修の充実 

 

 

○自己を見つめ、将来への目標を持ち、進路を切り開く節目をとらえたキャリア教育の実践 

・教科指導等におけるキャリア教育の充実（生活・社会科、職業体験 1/2 成人式、立志式等） 

・成長の節目を意識した行事での実践  

入学式、入園式、卒業式、卒園式他 

・ソウル日本人学校の受験体制つくり 

進路指導、進路説明会、中３三者面談、国内情報の入手 

 

 

○児童生徒理解と共感的な学級づくりの推進 

・日々の関わり（子どもとの遊ぶ時間の確保）を大切にし、声をかけ、よく話し、見守る中

で児童と教師の信頼関係の構築 

・転出入が多く流動的な環境の中での児童相互の人間関係の構築 

・規範意識の育成と基本的生活習慣の確立 

（きまりや約束を大切にし、それを守る気持ちを育てる。） 

   ・人権尊重の気持ちを育てる。 

特に言葉づかい、名前の呼び方→教師の学習指導時、日常生活時の話し方が子どもの規範

の元になる。 

・自己存在感、自己肯定感の得られる学級づくり 

（学級になくてはならない存在であること、一人一人の居場所を大切に） 

    ○「ソウル日本人学校いじめ防止基本方針」に沿った取り組みの充実 

   ・いじめを許さない学級集団 

・年間指導計画に沿った取り組みの充実 

 

 

○職員の危機管理意識の徹底 

 ・海外で生活しているという自覚と意識 

 ・有事、緊急時等の対応 マニュアルの運用↓ 

（ソウル日本人学校安全対策マニュアル 日本大使館安全マニュアル） 

   ・緊急メールや緊急連絡網による情報 

(5) キャリア教育の推進 

(6) 生徒指導の充実 

(7) 安全な学校づくり 
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○登下校時の安全管理の充実 

      ・7 時 10 分：派遣教員（二村洞）による登校指導、バス乗車時の安全指導、添乗 

   ・7 時 45 分：派遣教員（上村岩）による自力通学児童生徒への登校指導、安全確保 

   ・下校指導、バス乗車時の安全指導の徹底 

  ○教育環境の整備 

   ・月ごとの安全点検の実施とその迅速な対応処置 

   ・パソコンの整備 ・教室環境の整備 ・栽培園管理、栽培方法の検討 

  ○関係機関との連携 

   ・大使館との情報共有 大使館からの緊急連絡メール、 

   ・学校運営委員会、ＳＪＣとの連携 

   ・文科省、外務省からの安全対策関係情報や支援措置 

 

６ 教育課程の編成（特色ある本校の教育活動） 

 

礼儀正しく、進んで行動する子ども 

    ・心のこもった挨拶や言葉遣いをする。 

   ・めあてを持ち、最後までやりぬく。 

   ・自分の行動を振り返り、自ら活動を進める。 

   ・きまりの大切さがわかり、進んで守る。 

   ・自分の役割を大切にし、集団の一員としての自覚を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（↑入学式） （↓クラブ活動） （↑防犯訓練）（↓全校集会） （↑緊急下校訓練） 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する教育活動】          ［指導の指針］ 

○入学式、入園式、卒業式、卒園式 ・儀式的行事、キャリア教育の視点  

○始業式、終業式、修了式     ・自己肯定感の達成や自己実現の場 

○児童生徒会活動、あいさつ運動  ・自分の役割に責任を果たす心の育成 

○児童生徒委員会活動、クラブ活動 ・ボランティア精神の育成 

○学校集会、全校集会、学部集会  ・心の教育の充実、特別活動の工夫 

○防災訓練、緊急時バス下校訓練  ・安全教育の場、命を守る学習 
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健康で、思いやりのある子ども 

・外で元気に運動する。 

・自分にあっためあてをもち、力いっぱい運動する。 

・健康の大切さを知り、リズムある生活をする。 

・下学年の子どもたちを思いやりながら異学年交流活動をする。 

・上学年の子どもたちを信頼して活動をする。 

・動植物の世話を通して自然を大切にする心を育てる 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                      

                             

                                   

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢をもち、世界に向け心を開く子ども 

・読む、書く、計算する力をつける。 

・学び方を身に付け、意欲をもって学習する。 

・友だちと協力し合い、自分の考えを深める。 

・課題に対して自分の力を発揮し、新たな考えを作り出す。 

・落ち着いて学習に取り組もうとする。 

・韓国文化に触れ、現地校との交流会に積極的に参加する。 

 

 

【関連する活動】          ［指導の指針］ 

○運動会            ・子どもと作る運動会 

○身体測定、健康診断      ・日常的な健康管理を支援する 

○正課体育の充実（学年ＴＴ）  ・子どもの意欲を大切にし運動技能の向上を図る 

○水泳学習           ・主体的に体力づくりに取り組む工夫 

○マラソン大会、駅伝大会    ・継続的に目あてをもった体力づくりの場 

○なかよし弁当、縦割り活動   ・好ましい人間関係を育む異年齢活動 

○下学年遠足、修練院宿泊学習  ・異学年交流活動の場 

○一鉢栽培、学年での栽培    ・栽培活動と教科との関連を図る 

  

【関連する活動】        ［指導の指針］ 

○ドリル学習、暗唱学習   ・繰り返し学習による基礎基本の徹底 

○ﾜｸﾆｺﾊｯﾋﾟｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ     ・教科学習の発表の場として、また全校での発表の場 

○学習参観、学習発表会   ・各教科、総合的な学習の時間等の実践と積み重ね 

○コンピュータの活用学習   ・視聴覚機器、ICT、OA 機器の整備と効果的な活用 

○交流会          ・現地理解教育、異文化交流の推進 

○校外学習、修学旅行     ・韓国文化、産業、生活にふれる機会 

○芸術鑑賞教室       ・文化、芸術にふれる学習 

・ 
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自他の人格を尊重し、和を重んじる愛情豊かな子ども 

・相手の立場や気持ちを考えて行動する。 

・穏やかで素直な心を持って人に接したり行動したりする。 

・友達の意見や考えをよく聞き、認めようとする。 

・良いことをした人や努力している人を応援しようとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （小６修学旅行）            （ﾜｸﾆｺﾊｯﾋﾟｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他（教育課程外の活動、大使館、現地との連携について） 

 ① ＳＪＣソウル日本人会、ソウル日本人学校運営委員会への関わり 

  ・本校はＳＪＣにより設立・運営される学校である。（学校規則第１章第１条） 

・校務方針、学校予算決算、現地職員の任免等の運営については学校運営委員会の審議により

決定される。（第３章第１２条） 

  ・ＳＪＣ理事会、総会（校長参加） 

  ・ＳＪＣ安全対策委員会（教頭参加） 

  ・ＳＪＣ関係行事 

（ソフトボール大会：職員参加（馬力会）、 日韓交流おまつり：校長、教頭、教務、音楽） 

  ・学校運営委員会 （学校会場時 ：校長、教頭、事務長参加） 

             （ＳＪＣ会場時：校長参加） 

  ・ＳＪＣ会員登録 着任時登録 帰国時抹消 

 

②大使館との関わり 

・着任時、大使館への着任報告 （校長、当年度派遣教員参加） 

  ・着任時の在留届の提出    （着任時） 

・帰任時の帰国報告届提出   （帰国時） 

・大使館との情報交換会、懇談会（随時） 

 

 ③ １年目派遣教員の夏の語学研修（夏休み２週間、ソウル大学にて研修）  

    

  ④ 現地小中学校教員との合同研修会、現地校への訪問   

【関連する活動】     ［指導の指針］ 

○学級活動、係活動   ・ふれあいを通した明るく楽しい学級づくり 

○教育相談週間     ・一人一人の子どもを大切にした学級経営 

○清掃活動       ・きれいな学校にしていこうとする美化意識の育成 

 

 


