2017 年度 学校評価報告書

2017 年 4 月 1 日から
2018 年 3 月 31 日まで

学校法人コリア国際学園
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2017年度の本学園の教育活動を、「2017年度学校教育方針」に基づいて振り返り、校務分掌ごと
に整理し、以下にその概要を報告する。

【 教務部 】
■目標
(1) 本校が目指す「越境人教育」を学校教育のあらゆる場で実践するよう教務部として計画立案に
参画し、実行、評価しさらなる発展のある教育現場を目指す。
(2) 学習面における基本・基礎知識を確実に身につけ、課題探求・自学自習など主体的な行動、解
決ができる能力を育て、考え抜く力、表現力等を育成する学習活動を充実させる。
(3) 少人数学校ならではのきめ細やかな学習指導による学力伸長・向上を目指 し、学生一人一人
の自己実現を支援するための教材研究、指導方法を確立する。
(4) 教務関係公簿の整理とファイル化を通し、保管、管理業務の徹底を図る。
(5) 提出期限の厳守を目標に、教務関係システムのIT化をすすめる。
■内容
(1) 授業運営
(2) 学籍管理
(3) 成績管理
(4) 試験運営
(5) 試験結果の統計と分析
(6) 教務分掌の整理とファイル化
(7) 教務規定集の作成等
■総括
(1) 授業運営：
・「シラバス」の作成は、もう少し時間の余裕を持って行う必要があった。
・「進度表」は実施時間数等の比較分析のために、基準としての法定時数の考え方が重要で導入
する必要がある。
・ 2学期に教員対象の「授業アンケート」を実施・分析を行った。
(2) 学籍管理：
・「出席簿」は、記入簡略化と3言語使用を作成した。
・「出席管理システム」を作成。
(3) 成績管理：
・「成績管理システム」を構築し成績処理を行った。来年度からは、全クラス担任が処理を行い
教務部がサポートする形態をとりたい。
・IT化と試験後の「みなし出席」採用により、終業式に「成績票」を渡すことが可能になった。
・「生徒指導要録」(学籍簿)も第1学年より順次IT化を始めている。
(4) 試験運営：
・試験運営方法を改訂・実施。
(5) 教務分掌と規定等
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・「校務分掌の組織化」を完成し、他の部署においても進めていきたい。
・「教務規定」を明確化し、教務規定集を作り完成させる。
・ 教科の年間実施時間数が、年間の授業が終了するまで見えにくく、その影響が進級・卒業に
も及ぼすので、「法定時数」の採用をしたい。
・「資格検定」試験の実施方法・結果の集計が点在しているので、教務で一元化をして、まとめ
る必要がある。

【 進路指導部 】
■目標
学校生活を通して人生のビジョンや目標を見つけ、各人が具体的によりよい進路を導けるよう、
学年・年齢に応じた指導および支援をしていく。
（1）中等部：学習習慣を身につけ、将来の進路選択の幅を広げるよう導く。
高等部：大学および人生のビジョンや目標を見つけ、具体的な進路に向けて計画的に学習で
きる環境を整える。
（2）ＬＡをはじめとする各教科、その他の教育活動全体と連携し、人と人のつながりの中にある
ことを自覚し、よりよく生きたいと望むよう学生を支援する。
（3）進路の門戸をひろげる。
（4）創立からの10年間の進路指導について総括する。
■内容
（1）人生観教育：進路と職業を考えていく過程で、自己と社会に対する深い理解に基づき、人生
の価値と生き方について考えられる力を養う。自分の多用な特性を幅広く探索、自分を知る
ために努力する肯定的で積極的な態度を育てる。
（2）職業観教育：進路と職業の意味を理解し、それらを自身に結びつけ、自己を理解する態度を
養う。職業の多用さと、大きく変化していく現実を理解し、どのような状況においても自己
主導的に職業世界を探索できる能力を育てる。
（3）進学・就労教育：人生観、職業観に基づき、卒業後の進路を設計し、それを実践するための
力を育てる。
（4）教育は低学年(中等部1－2年生)、中学年(中等部3年生－高等部1年生)、高学年(高等部2－3年
生)に分けて実施する。
■総括
・高等部3年は担任指導により、個々人が進路計画を立て、進路は自己責任という意識が根付いた。
・高等部3年の進路指導は、高等部2年の担任からの引継ぎ資料があったので好スタートをきること
ができた。高等部1年からの具体的資料を引き継ぐ重要性を示す事例である。
・高等部3年は、クラス担任と進路指導部が連携し、適切な進路指導を行うことができた。
・高等部2・3年に進路委員をおくことによって、進路委員本人はもちろん、クラスの進路意識の向
上につながるところが多かった。学生主体の進路意識の向上につながるものとして捉え、今後の
活性化が望ましい。
・中等部においては、基礎的な実力をはかる活動と、自己と社会を知る活動の両輪が必要だと考え
られる。前者に関するものとして模擬試験を行った。後者の活動については、特別授業に負うと
ころが多かった。
3

・IB資格の利用大学、サッカーリーグの大学（関西・関東）、高２学生の希望大学に関する資料を
整理した（2018年度入試）。4月以降は、2019年度の資料に随時差し替え、大学への問い合わせ
を行う。
・中国からの留学生について、受験資格についての検討が必要である。
・進路公欠について、見直す時期にきたのではないか。
・GPS-Academicsは、IBとの連携に有効である。来年度は、高等部全学年を対象に行うことが望ま
しい。

【 学生支援部 】
■目標
（1）建学の精神、教育理念にそって自主的で創造的な学校生活、集団生活、自治活動を展開でき
るよう支援する。
（2）個人と集団に対する尊重心に基づく秩序の確立を目指す。
■内容
（1）学生会・学級委員活動
（2）生活指導
（3）クラブ活動
（4）ESDパスポートを活用した活動
（5）寄宿舎生活
■総括
（1）自主性と創造性が発揮できる学生会活動を目指し、定期的な全校生集会の実施や、希望する
学生たちが参加出来るイベントなどを企画した。全校生集会を通し、全校生が集まる機会と
なったが、学校生活について十分に話し合い、何か行動に移したなどの結果としては現れな
かった。また、全校生朝会を通し、学生会からの伝達事項を周知できた。朝会中の聞く態度
などまだまだ改善すべきところがある。
（2） 2017年度学生会活動の目標を決めたが、その目標を達成するための取り組みが不十分だった。
これも学校行事や集会等の準備に追われ、学校生活について考え、何か活動をしてみるとい
うことがなかなかできなかった。
（3）服装、お菓子、出席状況、授業態度など学校生活上の問題が多い。服装については1学期末か
ら2学期初めにかけて徹底的に取り組んだが、それを継続できず現在は以前より悪化している。
服装やお菓子などについてはすでに教員も見て見ぬふりをしている。また「指導はしたが改
善しない」で終わっており、それ以上取り組めていない状況である。
（4）学生会活動、生活指導において部署を超えての取り組み、担任の取り組みが必要である。特
に担任との連携が出来ず、目の前にいたら指導はするがそれにとどまっている。学生支援部
と担任間の連携を持った指導を常に行う必要がある。指導体制について学生および教員の間
で認識をしっかりと持つ必要がある。
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【 広報部 】
■目標
2017年度、広報部が担う業務は「学校の宣伝」と「生徒募集」である。
学校の宣伝は、本校の社会的認知度を向上させ、学校としての社会的存在価値を高めることに、そ
の目的がある。また、生徒募集は本校の現状に於いてもっとも優先して取り組むべき課題であり、
人的、時間的、資金的な投資を含めて積極的に展開していく。
■内容
（１）学校の宣伝
①Webの活用
②学校紹介パンフ
③広報誌
④宣伝ポスター
⑤宣伝チラシ
⑥電車広告
⑦その他：様々な広報手段の開発と実施
（２）生徒募集
①学校訪問
②オープンスクール
（３）その他
■総括
◇学校の宣伝
学校紹介パンフレットをはじめ、各種の宣伝物の製作に関しては、着実なタイムスケジュール
で作業を進めることができた。また、IBDP の認可や各種行事の開催に合わせた宣伝物の作成も迅速に
対応した。
Web サイトや SNS を通した学校宣伝に関しても、掲載内容のリアルタイム化を徹底すると共に、アク
セス環境の整備も漏れなく対応した。
宣伝方法の拡充と開発に対しては、公共広告として「モノレール広告」を継続したが、広告の大きさ
やデザインなど、費用対効果の側面から捉えるときの有効性に課題を残している。また、マスコミ対
策では 2 紙に本校の記事とバナー広告を掲載することができた。
加えて、SJC や KJCLUB を通した広告の実施と拡大、府外教や民族教室講師との交流促進など、様々な
方法を駆使しながら本校の宣伝を強化した。
更に、近隣の小学校との交流事業を実施する一方、地域社会、コミュニティの主催行事に積極的に参
加して学校宣伝の一助とした。
以上のように、多種多様の広報活動を積極的に展開したが、その成果は可視化できていない。もとよ
り、広報活動そのものが基本的に中長期的な視点で評価しうる性質を有しているが、本校の現状では
より短期的な成果も求められる。
そこで、今後はより総合的な学校宣伝に関する広報活動の定立と展開が必須の課題となっている。
◇生徒募集
年間を通して 100 を超える学校訪問を展開し、生徒募集活動を強化した。しかし、結果的には本校へ
の進学希望者を獲得することに繋げられず、むしろ「本校の知名度が極めて低い事実」が改めて判明
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する機会となった。
他方で、本校に対して関心を持つ学校や教師との出会いも生み出し、OS への参加者を獲得しもした。
生徒募集に於ける重要行事としての SC（サマーキャンプ）、OS（オープンスクール）に関しては、日
程及び曜日の設定で不十分な点が明らかになり、緊急対策として OS の日程変更を行った。
しかし、SC と OS への参加者が減少する傾向に歯止めが掛からず、それが入学予定者数の激減に直結
した。このような状況は、以前からの「広報・生徒募集」活動が限界を呈しており、抜本的な対策が
急務であることを示している。
従来、KIS の「広報・生徒募集」活動は、①保護者などの口づて、②近隣地域の学校訪問、③民族団
体への要請が主であった。そして、入学対象者の名簿を基に SC や OS への参加を勧誘し、入学試験の
受験と入学に繋げていた。ところが、KIS 開校から時間が経つにつれ、KIS そのものに対する評価も
相まって①～③のいずれもが効果性を弱め、それに対する抜本的な対策が未熟であったことに生徒募
集状況が悪化した最大の原因が認められる。今年度は様々な「広報・生徒募集」活動を展開してきた
が、やはり短期的な成果を見ることはできていない。
今後は、抜本的で総合的な「広報・生徒募集」活動を推進しなければならない。

【 管理部 】
■目標・内容
（1）校舎管理
校舎の保全、維持、管理
・清掃・修繕
・エアコンメンテナンス
（2）校舎外施設
校舎内外の管理
・校門前、校門横のゴミ収集場所の掃除担当区域に入れる。
・地域住民との環境保全を推進していくため、側溝付近の清掃
（3）グランドの管理
・雑草の処理
・修理
・体育用具整理。
（4）備品管理
・印刷用紙、チョーク、事務用品を中心とした消耗品管理
・不用備品等の廃棄
（5）清掃
・学年別清掃担当区域
・教員室、教員用トイレ、炊事室、印刷室
（6）資源リサイクル
・毎週火曜日学年別にゴミの分別処理
・紙、カン処理
・第１週、第３週水曜日朝ペットボトルを学生会役員が役割分担
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■総括
・自転車交通安全講習
4月10日実施
・防火管理
・防火管理資格
乙種講習修了交付 甲種講習修了交付
・消火器交換
校内消火器交換７台
・避難訓練
2017年 9月 6日 実施
・講演
2017年 9月 6日 実施（火災に対する予備知識）
・消防署
立ち入り検査実施
・指摘された部分の改修
・火災時のマニュアル作成及び開示
・消防計画作成及び提出
・火災報知器点検
・防災教室
◇今後の課題として
・ゴミの分別は基本的にできてきたが、教室の整理整頓(中等部)、私物管理、校内掃除がまだまだ行
き届いてないため、継続して指導していかなくてはならない。
・防火防災訓練を定期的に行う。

【 IB推進員会 】
■目標
2018年度からDP課程を提供できるよう、認定訪問で指摘された内容を中心として5月末までに改
善を完了する。IBから認定を受けることに留まらず、各担当教員がDP過程に関して理解を深め、
より良い学びの環境を提供できるようにする。また、「水平的協力的ミーティング」を活性化す
る事で持続的な発展を形成していく。
（1）認定訪問で指摘された内容を、策定済みの五つの「政策方針」に沿って改善する。
（2）ディプロマプログラム導入に伴うリソースを確保する。
（3）協力的ミーティングを定期的に実施する。
（4）IBからの最終認定を受ける
■内容
1
認定訪問での指摘内容と改善点
（1）カリキュラムとユニットプランの修正
（2）ハンドブック作成
（3）5 つの政策の発展（入学、言語、学問的誠実性、評価、特別教育支援）
（4）
（実験室の設備準備書室の整備
（5）学校コミュニティーによる DP 課程に対する理解を深める
（6）IBEN（IB Educational Network）を構築
（7）DP 過程履修生徒に有利な科目選択ができるようにカリキュラムの幅を広げる
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ディプロマプログラム導入に伴うリソース確保

（1）人的リソース
（2）物的リソース
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協力的ミーティングを定期的に実施

（1）垂直的協力的ミーティング
（2）水平的協力的ミーティング
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最終認定を受ける
現在の準備作業は、認定訪問後に指摘された内容を修正するプロセスである。このプロセスがきち
んとできなければ、再び認定訪問を申請せざるを得ない。絶対にそのような事態を招かないよう、
5 月末までに完全な準備を終えて IB に提出する。そして 1 学期末までには認定承認を受ける。

■総括
1. 経過と結果
（1）認定訪問指摘内容を改善し認定された（10月11日）
① 書類改善
② 施設改善
・図書室
・実験室
③ 学校コミュニティーのDP課程理解深化
・模擬授業実施
・生徒面談実施
④ IBEN(IB Educational Network)を構築
⑤ 予算案の提出
（2）2017年度の追加実施項目
① ワークショップ参加（東京、名古屋、大阪）
② Managebacの本格的利用開始
③ CAS実施開始
④ IBM実施
（3）IB授業実施状況
①3学期からIB授業開始（1月22日以前はプレ）され進んでいる
②各教科のカリキュラム進行がIBに提出した進度表より遅れている
③日本語非母語者への言語サポートが求められる
④Managebacの利用率が科目によって異なる
⑤各教科のカリキュラムに学際的な関連付けがあまりない
⑥CASは3学期内に一つの活動を終えるように指導したが、個人差がある
⑦5つの政策に書いてある機構の活動ができてない
2. 改善点
（1）高卒認定確認
（2）図書室
3. 今後の課題
（1）カリキュラム進行に関する課題
① 計画したカリキュラムと現状の差を水平的IBMで対策を立てる
② 外国語でDP課程を受講する生徒へのサポート案を具体化
③ Managebacの利用活性化
④ 学際的なつながりをIBMでデザイン(Concurrency of learning)
⑤ EE作成のため学問的誠実性に関する授業準備
⑥ Turn it in（剽窃防止システム）導入検討
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⑦ 相互授業参観拡大
⑧ 図書室環境整備と実使用
⑨ 中等部課程の準備段階具体化
（2）IT機器に関する課題
① IT機器に関する政策修正
② IT機器の保管場所
（3）IBENを拡大
① 5つの政策に書いてある機構の活動を開始
② KISのホームページにIBDP課程に関する情報アップデート
③ 新しい教員の校内研修を具体化
④ IB予算案を具体化（CAS, 科学実験道具、ワークショップ参加など）
⑤ 外部評価の保管用金庫設置

【 IT管理委員会 】
■目標
IT委員会は今年度から新しく出来た。そのため、今年一年間は業務把握をすることが第一の仕事に
なる。しかし、KISのIT環境をより効率よく構築するため現在把握した業務に加えて追加、変更し
ていく。
（1）パソコンを使う業務、又は学習の効率を上げるための環境を整える。
（2）インタネット環境を整備する。
（3）KISの機材状況を改めて把握する。
（4）業務の具体的内容を整理する。
■内容
（1）パソコン使用
（2）インタネット環境整備
（3）機材の確認
（4）業務の内容の把握
・IT機器とシステム管理を中心として業務把握し具体的方法を模索する。
■総括
1. 経過と結果
（1）パソコンを使う業務、又は学習の効率を上げるための環境を整えた。
① 常勤講師用のパソコンにセキュリティープログラム設置
② 非常勤講師用のパソコンにMS Office設置、印刷機能確認、サウンド確認実施
③ 生徒パソコン使用規則案内
④ 生徒用印刷機再使用点検実施
⑤ 生徒用パソコンのファイル整理
（2）インターネット環境を整備した。
① Wi-Fiの機械が高温のため故障したので週一回電源を自動的に切り替える装置を設置し機
械の温度が一定以上に上がらないようにした。そして、機械３台の使用人数と名前を調整し
て安定的なネット環境を提供できるようにした。生徒用のWi-Fi暗証番号を校内の掲示板に掲
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示している。
② 生徒用のWi-Fiが全て５Ghzであったため機種によっては接続ができない場合もあった。そ
のため、5Ghzから2.4Ghzに変更
（3）KISの機材状況を改めて把握する
① パソコン
・生徒用（貸出し、図書室、その他）
・保管方法改善（パソコン保管用棚購入、パソコンと棚に番号を付けて管理）
② 学生用プリンター
・図書室に置いてケーブルで繋ぎ印刷できるように点検中
③プロジェクター
・レンズの状態点検実施
・備品のキャビネットに保管方法の写真掲示
・プロジェクターに番号を記入
④ 新学期から日誌を作成して貸し出す
⑤ スピーカー購入
・新しいスピーカー15台を購入
・スピーカーを貸し出す際に日誌作成開始
（4）業務の具体的内容を整理する。
① パソコン管理
② インターネット環境整備
③ 教育機材管理
④ 委託業者との連絡
2. 改善点
(1) パソコン返却の際の確認（鞄の置き方、ケーブル整理）
(2) 機材がいつ破損したか確認ができなかったので管理に注意
(3) 新たな業務を把握できなかった
3. 今後の課題
(1) IT機器使用に関する校内政策点検
(2) セキュリティー対策点検
(3) 教員用Wi-Fiのパスワード変更
(4) 教員用パソコンの老化に対する対策
(5) 生徒用パソコンの修理
(6) 生徒用パソコン鞄の再購入
(7) 生徒用プリンター修理
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