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You are all Heroes
新しい時代に求められる教育環境を整え
次世代を牽引できるグローバル感覚を有した人材を育成します。

　現在、私たちが住む社会は、二か国語を駆使する者が重宝され
たバイリンガル（bilingual）時代が終わりを告げ、多言語を駆使
するマルチリンガル（multilingual）時代へと激変しています。そ
うした中、大阪金剛インターナショナル小中高等学校は、韓国語・
英語・日本語の三か国語を駆使できるトライリンガル（Trilingual）
育成のメッカとして、2021 年度から新しく生まれ変わりました。

　本学園は、多くの先駆者達が在日韓国人の子孫のために “ 異邦
人”の境遇にありながら、“貧困”という逆境の中でも、十匙一飯（力
を結集して人を助けること）、私財を投じて建てられた世界初の在
外韓国学校だからこそ、歴史的価値があると同時に、崇高な意味

合いが宿っています。設立以来、このような崇高な建学精神を継承
し、韓民族の“ 魂 ”を堅持することがもっとも重要な価値と考えて
きました。しかし、時間が経つにつれ、私たち自身が“マイノリティ
（Minority）”特有の生命力を失いながら、同時に“ 韓民族 ”であ
るというアイデンティティも徐々に希薄になる中、本学園は大阪金
剛インターナショナル小中高等学校として再出発し、世界に通用す
る語学力と国際感覚を身につけたグローバルリーダーを輩出する真
のインターナショナルスクールとして一歩を踏み出しました。

　さまざまな国籍の学生達が在籍する本学園は、先駆者達による
崇高な建学の精神を堅持し、日韓両国の架け橋となる役割を担い、

ひいては全世界に通用するグローバルリーダーとして成
長するよう、私をはじめ教職員一同が心をひとつにして邁
進してまいります。 

　 “ 大阪金剛インターナショナル小中高等学校 ”は、他
の私学にはないリーズナブルな授業料にもかかわらず、高
度な語学教育と多彩な教育プログラムを提供し、次世代を
牽引するにふさわしいグローバル感覚を持った人材を育成
いたします。皆様のご入学を心よりお待ちしております。

カムサハムニダ。

学校法人金剛学園　理事長　崔 潤
チェ ユン

Admission Policy（入学者受入方針）
本学園の教育理念や方針に賛同できる児童・保護者
異文化理解、国際交流に積極的な児童・保護者
学習意欲と探究心が旺盛で、心身ともに健やかな児童
自らを律し、他者と協調しながら行動できる児童
多様な世代に敬意を払いつつ、柔軟に接する心を持つ児童
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Curriculum Policy （教育課程の編成方針）
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確かな基礎学力の定着を図り、個々の更なる応用力を伸ばす指導を行います。
少人数制指導のもと、児童一人ひとりの能力や適性を見極め、教職員の協働に
より、きめ細やかな教育活動を実践します。
韓国語・英語・日本語を基盤とした語学力を身につけるとともに、豊かな国際感
覚を育成します。
グローバル社会において活躍できるよう自己理解を深め、他者を理解し尊重
できる心を醸成します。
社会規範を遵守し、また、慈しみをもって多様な世代に礼を尽くし、倫理観を
持つ人材を育成します。

Diploma Policy （卒業認定方針）
自他共に理解し尊重する心を持ち、自ら積極的に行動し社会に貢献できる意欲と
資質をもった者
学力・語学力を駆使してコミュニケーション能力を発揮する力を身につけた者
礼儀正しく、他者を配慮し、ともに協力し合う人間力を身につけた者
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己を知る
SELF AWARENESS

愛国
PATRIOTISM

協同
COOPERATION

心

3つのポリシー

校訓

すべての“君”が主人公！ 우리들  모두가  주인공
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全学年で「リーダー・イン・ミー」に取り　組んでいます

「すべての子どもはリーダーになれる」という方針のもと、自分の頭で考え主体的に
行動する「リーダーシップ」の能力を学校全体で教育し、「一人ひとりがリーダー」とな
る文化を形成します。単に子どもたち向けのプロラムではなく、教員、保護者の意識
改革や学校の課題解決を目的としても導入しています。
学業の成績への効果はもちろん、学校規律の改善、非行の減少、教職員のモチベー
ション向上や保護者の積極的な関与など、多くの成果をもたらすプログラムです。

OKISでは、「リーダー・イン・ミー」を通じて、児童一人ひとりが自分の頭で考え、
学び、行動し、解決する力をつけ、また、世界で通用する思考力を身につける
土台を、この6年間で養います。

7つの習慣の木

リーダー・イン・ミーとは？

また、周りの人に対して思いやりを持って接するこ
とができるようになったと実感しています。 　

（1年生の保護者）

自分でいろいろな目標や課題を決め、
毎日コツコツと取り組むようになりまし
た。勉強だけでなく、その他の面でもと
ても積極的になり、成長を感じます。 

（3年生の保護者）

小学生から「人格主義」を教えて頂ける
ことに本当に感謝しています。時代や場
所が変わっても変わらない、本当の問題
解決力が養われていると感じます。

（5年生の保護者）

問題解決力が
養われています目標を立てる習慣が！

本を読んで理解しても、行動に移すことは
難しいことですが、学校で教わることで
自然と身についています。

（2年生の保護者）

責任を持つことを常に考え
行動するようになりました。

Parent’s VOICE

多様性のある社会で活躍するために
小学校6年間に行うプログラム

1年
3年 5年

2年
自分の言動に
責任をもつように
なりました。

4年

「リーダー・イン・ミー」の取り組
みのおかげで、自分の言動に責
任を持ち、目標を立てて行動す
ることが出来るようになりまし
た。  

（4年生の保護者）

自ら学習・運動・遊ぶ「時間」を決め、
守ろうと頑張る姿を見て感動しました。

リーダー・イン・ミーを通じて
社会性 ・ 生きる力を育む
リーダー・イン・ミーを通じて
社会性 ・ 生きる力を育む

6年

どうすれば自分自身を
みんなに分かって
もらえるかを考え、
周りの意見を先に聞くことが
できるようになりました。学級
だけでなく、学校全体の行事に
も主体的に取り組んでいます。

 （6年生の保護者）

周りの意見を先に聞き、
考える習慣がつきました。

みんながリーダー
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韓国語教育韓国語教育
한국어 교육

Teacher’s VOICE

より身近に生きた韓国語を

生きた韓国語を楽しく学び、
6年間でしっかり身につく
韓国の一流大学への進学も
視野にいれた語学教育です。

習熟度別の4班編成で
1年生から学びます

1週間に4時間

안
녕

하세
요

韓国語を学ぶことは世界的なトレンド!
本校では、児童の主体性とやる気を引き出す指導を行っています。楽しい取り組みをし
たり、様々な活動を入れたりすることでやる気スイッチを入れ、集中できる授業を展開
します。
ゲーム感覚で楽しみながら一緒に韓国語を勉強しませんか。

열어보세요!
南 美香 先生
なむ　みひゃん
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英語教育英語教育
ENGLISH EDUCATION

Teacher’s VOICE

本校では子どもたちが自ら英語で楽しく表現できるよう、励ましながら指導しています。
子どもたちは学んだ英語を主体的に使うことで、英語学習の楽しさに気付き、より意欲的
に取り組めるようになります。
英語で一緒に歌って、一緒に遊んで、一緒に話しましょう！

Ivanhoe Mayen 先生
アイバンホーマジェン

基礎の力を培います

毎日の生活の中で英語を学び、
英語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の
4技能の基礎の力を培い
全員で英語検定にもチャレンジします。

OPEN!

習熟度別に3班に分かれて
1年生から学びます

1週間に3時間

Hello

英語で楽しく表現を！
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1年生から週4時間の韓国語授業を実施

4班編成による習熟度別の韓国語授業

本国班 基本的な知識に加え、
創意的な韓国語能力を育てます。

上級班 多様な状況に合う効果的な
意思疎通能力を育てます。

中級班 基礎を理解し、日常生活に必要な
会話力向上を目指します。

初級班
簡単な単語を活用し、
会話ができるようになることを
目標にします。

2021年度から「初級班」「中級班」「上級班」「本国班」の4班編成を採用。
さらに細分化して授業を行い、理解度不足による学び遅れがないように支援します。

2021年度よりSTART!

6年間で840時間の徹底した韓国語授業を実施！
TOTAL

●漢陽大学　
●韓国外国語大学　
●中央大学　
●成均館大学　
●慶煕大学　
●韓国体育大学 など

高等学校（本校併設）から韓国の大学への進学実績流暢に文を読んだり、聞いたりでき
るようになり、さまざまな状況で使う
表現を理解できるようになります。
また、各場面に合った表現を選び、
意思疎通に活用することができるよ
うになります。簡単な単語を使って質問したり、答

えたりすることができるようになり、
自分や身の回りの出来事を手紙や
日記に書くことができるようになり
ます。文章構造について理解し、正確な発

音でしっかり読んだり、正しく書いた
りすることができるようになります。

子音と母音の組み合わせを理解し、
簡単な単語を正しく読み書きするこ
とができるようになります。

1年生1年生
2年生2年生

3・4年生3・4年生
5・6年生5・6年生

無 学 年

無 学 年

イマージョン教育実施！
本校では「より身近に生きた韓国語」をスローガ
ンに、生活科に韓国語を盛り込み、さらなる語学
力アップを目指す学習体制を整えました。「わか
る韓国語」だけではなく、生活の一部として自在
に扱える「伝わる韓国語」を身につけます。

4年生から全児童が大会に挑戦しま
す。日頃の学習成果を発表する機会
を通じて、人前で話す自信を養いま
す。また、言葉を覚えて発表するだけ
でなく、人に思いを「伝える」ことにも
意識が向き、さらに意欲的に取り組
むようになります。

韓国語
能力試験
4年生以上の全児童が韓国語能力試
験に挑戦します。子どもたちがより楽
しみながら学べるように、さまざまな
学習方法を取り入れています。

韓国語能力試験中級以上合格率
(2021年度)

79%
※3・4級が中級、5・6級が高級レベルに該当

CHALLENGE

ソウル大学
高 麗 大 学
延 世 大 学

5人のネイティブ教師による手厚い指導

韓国語能力の上達が
合格のカギ
韓国語能力の上達が
合格のカギ

校内韓国語
イヤギ大会

韓国の大学では、海外で教育を受けた人を対象と
した特別な選考方法（在外国民選考・外国人選考）が
あります。在外韓国人であることや、日本人である
ことを活かして、韓国の名門大学を目指せます。

韓国語韓国語한국어 교육

学校生活の中で韓国語にふれる
特別プログラムや学校行事など、授業以外にも韓国語にふれ
る機会が多く、自然に身に付く環境を整えています。

4年生
から

4年生
以上

専門的知識のある教員が韓国への留学をサポートします

韓国留学も！
韓国のTOP3大学に合格！

息子が、韓国文化に興味を持ったことが入学の
きっかけです。弟が楽しく韓国語を学ぶ姿を見
て、当時5年生の姉も興味を持ち、転校しました。
初めて韓国語に接する子どもに1からていねいに
指導してくださり、短期間で姉弟ともに韓国語で
会話ができるまで成長しました。大阪金剛イン
ターナショナル小学校での学校生活は、今後の
人生において貴重な財産になると思います。

（2年生・6年生の保護者）

Parent’s VOICE
姉弟ともに韓国語で
会話ができるまでに

6年間の韓国語教育の目標
（初級班の場合）

6年間で
しっかり
身につく！
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1年生から週3時間の英語授業を実施

に力を入れた指導を行っています。

学習した簡単な単語や、短い文章が
書けるようになります。日付や曜日
などが表現でき、定型表現を使って
話したり、質問したりできるようにな
ります。

フォニックス指導法を通して、文字
や音声の連携に気付き、簡単な単語
を読むことができ、身近な感情の表
現ができるようになります。英語の歌やお話などで、英語の音声に慣れ

ます。身近な単語を理解し、簡単なあいさつ
を交わすことができるようになり、授業中の
教員の支持が理解できるようになります。

3班分け（Basic、Intermediate、Advanced）の英語授業

1年生1年生
2年生2年生

3年生3年生
4年生4年生

5・6年生5・6年生
無 学 年

フォニックス指導法とは、自然に英語の文字と音になれ、読みの規則を
発見するだけでなく、歌を歌いながら楽しく身につけます。子どもたちは
体系的なフォニックス学習を通して、英語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の
4技能の基礎の力を培います。

生活発表会で英語の発表をします。有名な物語を朗
読・劇・暗唱・歌などで観客に伝わるように、発音・抑
揚・ジェスチャーも意識してクラス一丸となって挑戦
します。

2020年度、小学校の新学習指導要領の全面実施により、英語授業が大きく様変わりしました。
しかし本校は、この指導要領に先駆けて、語学力を重視したカリキュラムにいち早く取り組んで
きました。入学後すぐの1年生から週3時間、ネイティブ教員の指導による少人数の3クラス編成
の授業を行うことで「聞く」「話す(やりとり・発表)」「読む」「書く」の4技能5領域をしっかり習得。
6年間で英語による「伝え合う力」を育んでいます。

CHALLENGE

生活発表会

本校3・6年生を対象に、より英語に親しんでもらうイ
ベントを夏休みに開催。本校の小中高の英語教員に
よる特別プログラムを実施します。生きた英語力を身
につけるためのミッションを通じて、英語学習の意欲
を高めます。

English 
Summer School

他教科の授業を英語で教えるイマージョン教育を実
施。ネイティブ教員と英語を使って楽しく活動してい
ます。授業で習った英語でコミュニケーションをとり、
英語力の向上を目指します。

イマージョン教育実施！

6年間で4技能をバランスよく習得

4人のネイティブ教員による手厚い指導

英語英語 ENGLISH EDUCATION 6年間で630時間に及ぶ４技能に力を入れた英語学習！
TOTAL

6年間の英語教育の目標
（Basicクラスの場合）

英語4技能

聞く 話す 読む 書く

英語指導教科強化のため
フォニックス指導法を採用

英語の語順で短い文を話し、書くこ
とができるようになるほか、文と文
を接続詞でつなげて話したり、書い
たりすることができるようになりま
す。物語を聞いて、内容が理解でき
るようにもなります。

英語検定
各自の実力に応じた級の目標を設定し、英検対策授業を実施しています。
本人の実力に適したクラス分けにより、一緒に合格を目指す仲間、そして
ライバルとして互いに意識し、集中力をもって授業に臨んでいくことで高い
合格率を誇っています。

(2021年度)
実用英語技能検定合格率

60%

文法や語彙の知識のレベル別に3班
に分かれて学びます。4技能を強化
することで、主体的に英語で表現で
きるようになります。

3・6年生
対象 3年生

2021年度よりSTART!

英語に接する環境を拡大
英検対策の授業で英語の実力の確認はもちろん、放課後英
会話などを通して英語に接する環境を拡大しています。

息子は、5年生で英検2級に合格しました。
学校全体で「英検資格に取り組む」という
モチベーションがあり、息子も資格取得に
向けて意欲・刺激を受けたことが合格へ
つながったと感じます。このような学校に
出会えたことを心から感謝しています。 

（6年生の保護者）

Parent’s VOICE
5年生で英検2級合格

毎日の
生活の中で
学べる！
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心身を鍛錬し、精神力・礼儀を身につける

テコンドー 태권도

韓国の国技「テコンドー」は、2000年のシドニーオ
リンピックで正式種目になるなど、多くの人々に知
られているスポーツです。本校では、テコンドーを
通して、困難に立ち向かう強い精神力や礼儀など
鍛錬し、心身ともに健全な人材の育成に取り組ん
でいます。世界大会で銀メダルを獲得した師範と
有段者の先生がていねいに指導するので、初心者
でも安心なうえ、全国大会や世界大会で優秀な成
績も残しています。

踊りや楽器演奏を通して
表現力を磨く
踊りや楽器演奏を通して
表現力を磨く

韓国舞踊 한국무용韓国舞踊 한국무용
踊りや民族楽器の習得を通して、韓国の伝統文化を学
びます。低学年は韓国の民謡や伝統的なリズムに親し
むことを、高学年は専門的な技術の習得を目指します。
4年生の生活発表会でのサムルノリ（ケンガル・チン・
チャング・プクを用いた韓国の伝統音楽）や、体育大
会でのプンムルノリ（代表的な民族楽器などを使い、
多様なリズムを用いて踊る集団演技）の発表など、学
びの成果を披露する場も多数用意しています

強化制度あり 奨学生制度あり
強化制度あり

韓国の伝統的な正月行事を体験！
旧正月行事  설날행사
毎年旧正月のある月に行われ、全児童が韓服に着替え、韓国の伝統
的なお正月を体験します。近隣の小学校の児童を招いて、伝統の遊
びをしたり、韓国についての学習を行います。

韓国文化に触れ国 際感覚を養う韓国文化に触れ国 際感覚を養う

テコンドーを通して、心身共に強くなりました。自信がつき、あき
らめない心を持つことができるようになり、練習をくりかえすこ
とで体力がつきました。これからも一生懸命練習し、金剛学園を
代表する選手になりたいです。みなさんと一緒にテコンドーが
できることを楽しみにしています。

あきらめない心を持てた！
卒業生　INTERVIEW

オリジナル教材で韓国について学習！
韓国社会  한국사회
4年生になると、韓国社会の授業を週に1時間行います。歴史や人物、
企業やスポーツなど、日本と比較しながら学びます。

生きた韓国語を学び、
韓国文化への
理解を深めます。

土曜ハングル学校 토요한글학교
開校日の土曜日の放課後に、韓国語教室を行っています。
本校の児童・生徒だけでなく、保護者や一般の方も多く受講しています。長期休暇中は、
ハングルキャンプも行っています。

毎月第1.3
土曜日に実施

初心者・中級・上級の方も、学生も一般の方も一緒に学べる♪

國人プログラム 국인 프로그램
韓国の大学生ボランティアが主催。韓国語や韓国文化を学ぶ、楽しいプログラムです。
活動や交流を通じて自然と韓国語による会話が上達します。

韓国の小学校はもちろん、世界各地にある韓国学校の友だちとの交流の機会を設けて
います。オンライン・オフラインでの国際交流を通じてお互いの文化を分かち合い、
グローバル人材としての認識を育みます。

夏休みだけの
特別プログラム

韓国の優秀な大学生と過ごす短期留学のようなプログラム♪
ク　　ギン

国際交流プログラム 국제교류 프로그램
世界中の友だちと一緒に学び、一緒に遊ぼう♪
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韓国語入門
（転入学生）

英会話教室
（1 ～ 3 年）

英会話教室
（1 ～ 3 年）

英会話教室
（1 ～ 3 年）

ハングル学校
サムルノリ部
（3 ～ 6 年）

韓国舞踊部
（3 ～ 6 年）

韓国語クラブ
（4 ～ 6 年）

英会話教室
（4 ～ 6 年）

英会話教室
（4 ～ 6 年）

韓国語入門
（転入学生）

日本語入門
（編入学生）

ラグビー部
（4 ～ 6 年）

テコンドー部
（1 ～ 6 年）

英会話教室
（4 ～ 6 年）

韓国語クラブ
（1 ～ 3 年）

7 時間授業
（4 ～ 6 年）

7 時間授業
（4 ～ 6 年）

サッカー部
（4 ～ 6 年）

テコンドー部
（1 ～ 6 年）

授業
15：20～16：05

プログラム

クラブ

プログラム

延長預かり 宿題を中心に学習します。

15：20

16：10
〜

13：00

15：00
〜

16：30

17：20
〜

韓国語能力
試験対策講座
（4 ～ 6 年）

韓国語能力
試験対策講座
（4 ～ 6 年）

月～金曜日
放課後～16：20／17：30下校
※内容は変更になる場合があります

時間 内容 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

17：30発のスクールバスで、乗り換えの多い、コスモスクエア駅、弁天町駅、九条駅まで安全・安心にお送りします。

ＯＫＩＳＯＫＩＳアフタースクールアフタースクール
放課後の学童保育として、子どもたちが楽しく充実した生活を送れるよう、様 な々取り組みを用意しています。

●英会話教室　
●韓国語能力試験対策講座
●日本語入門（編入学生）
●韓国語入門（転入学生）
●サッカー部
●テコンドー部
●韓国舞踊部　
●サムルノリ部
●ラグビー部
●韓国語クラブ　

プログラム
開校
日時

1週間のスケジュール OKIS After School
語学奨学金制度

合格級
1級
2級
3級
5級

支給金額 支給金額
100,000 円
30,000 円
10,000 円

150,000 円
50,000 円
20,000 円
5,000 円

合格級
準 1級
準 2級
4級

英検（実用英語技能検定）

TOPIK（韓国語能力試験）
合格級
6級
4級
2級

支給金額 支給金額

30,000 円
10,000 円
3,000 円

50,000 円
20,000 円
5,000 円

合格級
5級
3級
1級

各種資格の取得級に応じて、
奨学金を支給する制度があります。

Check!

詳細
P12

クラブ
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ＯＫＩＳＯＫＩＳスクールライフスクールライフ
開放感のある校舎で、中学・高等学校の上級生たちと共に過ごします。

DAILY SCHEDULE1日の流れ

韓国語

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

4

4

4

4

4

4

－

－

－

1

1

1

9

9

7

7

5

5

－

－

2

3

3

3

5

5

5

5

5

5

－

－

3

3

3

3

3

3

－

－

－

－

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

－

－

－

－

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1（テ）

1（テ）

1（テ）

1（情）

1（情）

1（情）

33
33
33
35
35
35

（25）

（26）

（28）

（29）

（29）

（29）

＋8時間

＋7時間

＋5時間

＋6時間

＋6時間

＋6時間

韓国
社会

国語
（日本語） 社会 算数 理科 生活 音楽 図工 家庭 体育 英語 道徳 特活 合計 公立小学校

授業数

本校独自のカリキュラム

※テ＝テコンドー、情＝情報

専門の情報教員による指導と1人1台のパソコ
ンを操作できる環境で、情報活用能力を育成し
ます。

主体的・能動的な学習習慣を身につけるために
2021年度から「まなBOX」を導入しています。
「まなBOX」は課題の確認・提出はもちろん、
相互評価し共有することが出来るeポートフォ
リオシステムです。

4年生
から情報教育【週1時間】

「まなBOX」導入

CHALLENGE

各地から児童が登校！
登校時は校長が児童を出迎え、
あいさつを交わします。

※スクールバスの詳細はP13へ

一日のスタートは朝礼から。
大きな声であいさつして今日も頑張ろう！

１日10分 英語の読み聞かせ！
1日10分の英語の読み聞かせが、卒業時
に大きな力になります。

Leade r     I n  Me 英語で図工！
図工は、英語を手段としながら
教科も学ぶイマージョン教育で行います。

「リーダー・ イン・ミー」を通じて主
体的に行動 する力を身につけます。

特活（テコンドー）

日語
特活の授業は、1～3年生がテコンドー、
4～6年生は情報を学びます。

成長期のお子さまの身体を考えた、
バランスのとれた給食をお出ししています。

学校をキレイに
みんなで手分けして、教室や廊下をきれ
いにします。

一日の終わり
大きな声で元気よくあいさつをして一日
の終わりを締めくくります。

しっかり学ぶ！
週2回（火・金）、4～6年生は7校目があり、
しっかり学べます。

通学 朝礼
8：30～8：40

1校時
8：50～9：35

4校時
11：40～12：25

英語
読み聞かせ
8：40～8：50

2校時
9：40～10：25

休み時間
10：25～10：45

詳細
P17

スクールバス

給食
12：25～13：10

6校時
14：00～14：45

7校時
15：20～16：05

終礼
14：55～15：05

清掃
14：45～14：55

韓国語 音楽
韓国語の授業は習熟度別のクラスで行う
ので、学び遅れがありません。

本校では専科教員による体系的な音楽授
業を行います。

5校時
13：10～13：55

OSAKA KONGO LIFE

3校時
10：45 ～11：30

水曜日
は

お弁当
！
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安心・安全 SAFE AND SECURE

1コース（中央1） 学校

学校

学校

学校

学校

大淀中 野田阪神 玉川 ドーム前 シティBK西支店 磯路

2コース（中央2） 下寺町 稲荷 鶴見橋 梅南北 橘３

3コース（南） 苅田北小前 北花田 七道東 鉄砲町 北加賀屋 南港東

4コース（東） 平野図書館 南巽 ロート前 小路 鶴橋 動物園北

5コース（北） 常光寺 ＪＲ尼崎駅 東本町 出来島 安治川口 島屋

感染症対策
毎日の家庭での健康観察を徹底し、家庭と連携して感染
症対策を実施。教員による毎朝の校門での健康観察に
加えて、自動体温測定器と消毒液も設置しています。ま
た教室及び各施設に半永久抗菌コートを施しています。

防犯カメラ設置
学校各所に防犯カメラを設
置し、侵入者の監視及び校
内の各種事故予防に努めて
います。

※下校時は、15：10発のみ下記ルートで運行します。　  ※OKISアフタースクール後のスクールバスの運行についてはＰ13をご覧ください。　※2022年度基準、詳細はホームページ参照登下校スクールバスの運行 SCHOOL BUS

施設・設備 FACILITIES / EQUIPMENT

防災セットを完備
（全児童分備蓄）
万が一に備えて、全児童分の防災セットのほか、各教室
には安全ヘルメットも完備しています。

ＡＥＤ設置
（全教職員が救急救命講習を受講済み）
心停止状態時に電気ショックを行えるＡＥＤを設置し、
緊急事態に備えています。

スクール
カウンセリング
専任のカウンセラー2名が
様々な問題に対応します。保
護者対象の子育てに関する
相談も行っています。（韓国
語対応可）

警備員配置
児童の在校中は警備員が常
駐し、しっかりと来訪者チェッ
クを行っています。

登下校ミマモルメ
児童が正門を通過すると登
録されたメールにお知らせ
が配信されるICタグを採用
(有料)。
また、学校からのお知らせな
どはメールで配信しています。

授業でも
クラブ活動でも
使用します！

テコンドー道場
本格的！

テニスコート

バスケットコート
2面分の広さ！

体育館

コンピューター室

理科室

家庭科室

音楽室
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4月 入学式
始業式
健康診断

新入生歓迎会
第1回公開授業/ＰＴＡ総会
春季校外授業

6月 交通安全教室
避難訓練

8月 夏休み集中授業（5・6年）
始業式

ハングルキャンプ

10月 修学旅行（6年）
秋季校外学習

韓国語能力検定（4～6年）

12月
郵便あそび
マラソン大会
第2回校内試験

個人懇談会
防犯教室
金剛まつり

終業式

2月 校内韓国語
  イヤギ大会（4～6年）
旧正月行事

耐寒登山（1～3年）
第3回公開授業
アイススケート実習（4～6年）

5月 体育大会

7月
水泳訓練
第1回校内試験
学級懇談会
終業式

林間学校（4・5年）
English Summer School（3・6年）
國人プログラム

9月 稲刈り（5年）
第2回公開授業

一泊体験（3年）
人権学習

11月 生活発表会
芸術鑑賞会
写生会

1月 始業式
カルタ大会
避難訓練

3月
6年生送別会
第3回校内試験
個人懇談会

卒業式
修了式
English Speech Contest

Uniform制服紹介制服紹介Event年間行事年間行事

Girl

Boy

ポロシャツは
白・紺・グレーの3色

式典では帽子とケープを
着用するよ！

大阪金剛伝統！

Ribbon

冬
Skirt

Hoodie
春・秋 夏

Polo shirt

夏
Polo shirt

春・秋
Hoodie

冬
Pants

※女子はネクタイかリボン、スラックスも選べます。

制服にも多様化が
求められる時代！

組み合わせ自由♪

フードパーカーは黒・紺・グレーの3色

さまざまな行事を経験し
心と体を育みます。

心と体を育む！
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低学年での徹底した基礎学力定着への取り組みが、高学年での韓国語能力試
験・英語検定・漢字検定の各種検定での成果として現れています。また、金
剛ブランド「リーダー・イン・ミー」で、人としての土台を培い、次のステッ
プへ向かいます。

金剛学園の12年間教育金剛学園の12年間教育
小学校

教員や友達からいつも激励され、頑張れる環境の中でのびのびと学ぶことが
できます。語学学習ではスピーキング・リスニングを重視し、卒業時には英
語や韓国語でお互いに夢を語り合えるようになります。

中学校

国際総合コースは、英語・韓国語をしっかり学び、2 年生で全員が海外短期留
学できるのが魅力のコースです。特進コースは、少人数で個々の実力に合っ
た授業を受けることができ、2年生からはカスタマイズ式文理選択が可能です。

語学に特化した国際総合コースと
難関大学への進学を目指す特進コース

高等学校

実力と人間性を兼ね備えた
人としての土台を培う6年間

「なりたい自分」に必要な
基礎学力と語学の習得

2021年、
大阪金剛インターナショナル小中高等学校として
新たにスタートしました。

学力・語学を備えたコミュニケーション力を

沿革

韓国政府と大阪府からの認可

エンブレムについて

OKISのエンブレムは大韓民国の民族的誇りを基に、韓国と日本を超えて
グローバル人材を養成するという新しいOKISの哲学を持っています。
ハイクラス教育を目指すOKISの教育システムをバロック様式の貴族の文章
形態で表現し、OKISの学生たちが学ぶ格別な考えと挑戦精神は、新大陸に
向かうサンタマリア号やコロンブスの卵に象徴化しました。
太極マークとムクゲ、ハングルの初声で大韓民国の民族精神を、グローバル
教育を意味する地球儀と国際学校の新しい基準を象徴する北極星を通じて、
OKISならではのグローバル人材教育の価値を示しました。

金剛学園は、韓国政府から初めて認可を受けた韓国系国際学校です。
また、大阪府の認可も受け、韓国の民族教育と日本の正規の教育課程を同時に行っています。

1946 年 2 月
1946 年 4 月
1948 年 2 月
1950 年 3 月
1951 年 3 月
1954 年 4 月
1960 年 4 月
1961 年 2 月
1968 年 2 月
1985 年 11 月
1986 年 4 月
2007 年 8 月
2007 年 9 月
2008 年 4 月
2008 年 9 月
2008 年 11 月
2009 年 3 月
2016 年 5 月
2017 年 1 月
2021 年 4 月

西成朝鮮人教育会結成
西成ウリ学校開設
大阪市西成区梅南に校舎新築
財団法人金剛学園設立認可、金剛小学校設立認可
財団法人金剛学園を学校法人金剛学園に変更認可
金剛中学校新設
金剛高等学校新設
韓国文教部より在外韓国学校認可
大阪韓国中高等学校に校名変更
大阪府より金剛学園中高等学校（一条校）設置認可
金剛学園小中高等学校として校名変更
大阪市住之江区咲州コスモスクエア地区に完成した新校舎に移転
新校舎落成式
高等学校特進コース新設
テニスコート（人口芝 3 面）新設
「第 1 回金剛学園オープンテコンドー選手権大会」開催
テコンドー専門道場「金剛修錬館」開館
創立 70 周年記念式典挙行
金剛学園附設「土曜ハングル学校」開校
大阪金剛インターナショナル小中高等学校に校名変更
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アクセス情報

OKIS

OKISスクールバスを
運行しています
詳しくはP17、P18を

ご覧ください


