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C O N T E N T

ようこそ、e-ニュースレターと
ISSの一番忙しい時期の終わ
りに向けて。 
ハイライトは、何と言っても、ベトナム、カ
ンボジア、インドネシア（ロンボク島）への
WWW の旅行です。学生はさまざまなサ
ービス活動を体験してきました。 そのほか
に、5月のIB試験の準備の一環として、１２
年生は模擬試験に取り組みました。 さら
にDPアート展、PYP展、MYPパーソナル
プロジェクト展で創造性を披露しました

学生がISSで成長していきますが、学生が
学校を終えるころには彼らが適応しなけ
ればならないことが多く予想されます。教
育は進化する分野であり、毎日の新しい研
究は、学生の学習と福利を向上させる方
法について、ますます多くのことを私たちに
伝えています。 21世紀は、数年前に必要と
されたスキルとはまったく異なる種類のス
キルを要求しています。 生徒はまだ存在し
ていない仕事についてもスキルを身に付け
ることが期待されています。

私たちは学生たちの意見に耳を傾け、明日
の世界で成功する人のタイプに関する有
用な提案を共有します。 教師はまた、今日
の社会で挑戦しなければならない多くの
課題と、24時間365日一瞬も休まず動き
続ける世界と直面するストレスいっぱいの

Ms. Nicola Zulu, High School Principal

毎日を分かち合います。 この絶え間なく変
化する世界で成功するためには、学生は
問題解決、知識の適用、効果的なコミュニ
ケーション、チームワークのスキルの適用、
自己時間管理と研究が不可欠です。

では、教師は、そのような最上の学習に必
要な戦略と実践的なスキルをどのように
最新の状態に保っているのでしょうか？ 
ISSでは、教師が21世紀の教育に不可欠
な科目について、定期的に訓練を受けてい
ます。学校は、教師がそれぞれの分野の国
際バカロレア（IB）トレーニングワークショ
ップに参加する機会を提供します。これに
より教員は最新のカリキュラムと方法論
の最新の知識とスキルをアップデートしま
す。私たちはまた、学校内でも専門的な知
識を開発しています。ですから、学校内ワ
ークショップによって、教授法と学習戦略
計画に基づき、開発発見したものをすぐに
共有することができるのです。先日、私たち
は学習のアプローチ（ATL）と包括的なク
ラスルームの創造に関するIBのワークシ
ョップを開催しました。また、技術統合、差
別化、評価、フィードバックなどのテーマに
ついて、ワークショップを月1回開催してい
ます。最近では、Mindfullnessについて、
教師のために校内ワークショップを開催し
ました。

プロフェッショナル・ディベロップメントは
学校の本質的な部分であり、教師は学習
を最適化するための最適な知識やスキル
を最新の状態に保つ必要があります。 ISS

では、すべてのスタッフが、明日の世界のた
めに学生が準備できるように教師をトレー
ニングしています。 このe-ニュースレター
のページをめくって、学生が経験したマイ
ンドフルネスの活動や機会について知って
いただき、ISSの行っている日々の教師の
学生のための活動やトレーニングについて
知っていただければ 幸いです。

Nicola Zulu

High School Principal

Getting to Know ISS: 

うちの子供は、英語の学校 
に行ったほうがいいですか？

Getting to Know  
our Board Member: 
Mrs. Karen Kaylor

Student Achievements  
and Contributions:

MYP のパーソナルプロジェ 
クト展示会  
by Ms. Shelly

チャイニーズニューイヤ 
ーを祝いました
Grade 12 アート展示会 
by Ms. Larue

Mindful Mugs が優勝 
しました

Our Alumni Community: 

Jakeb Stunz 

楽しみなイベント: 

学校の雑誌にむけたWeek 
Without Wallsの記事 
by Ms. McCarthy

一歩前を行くために
PTAのファンフェアー 
by Vicki

Past Happenings:

今までのイベント 
2月 – 3月

Up and Coming Events:

これからのイベント  
3月 – 4月

02

03

04

07

06

05

08

09

10

11

12

http://www.iss.edu.sg


シンガポールのインターナショナルスクールにお子様を参加させることになった保
護者の方は、英語のネイティブではなくても、学校の授業で使われる言語が英語だ
からといって、心配する必要はありません。ISSでは、ESLをMs Fiona (HS&MS) と 
Ms Janienne (ES) が担当し、英語がまだ不自由な学生をしっかりサポートして習
熟させます。

他の言語ではなく英語を学校英語にすることは、特別な意味があるのですか？ 
J: ２１世紀において世界市民の一員となるには、英語が使えることが必須です。今では
ビズネスや科学のリサーチや銀行業務において、英語が世界で最も使われている世界
言語となっています。ここからは個人的な選択になるのですが、子どもに可能性をフル
に伸ばしてほしいと願うなら、英語を伸ばすことは欠かせない、と言えます。

英語が第一言語でない学生が、英語の授業を受けるということは可能なんですか？
F: シンガポールのインターナショナルスクールは、ほとんど英語で授業が行われてい
ます。英語が第一言語でない学生の編入に関して、そのあとどうサポートしていくかと
いう方法は、学校によって対応が違います。ISSでは、長い経験による蓄積によって定
着した方法があります。子どもたちの英語のスキルを伸ばす確かな学習環境があると
言えます。
限られた英語力で入学してきた多くの学生が、英語を身につけ、クラスの中でよくでき
る人になり、そしてリーダーシップを発揮していくのを見てきました。めざましい成功例
と言えるのは、数多くのESLに在籍した学生が、オーストラリア、カナダ、そして英国や
米国の大学に入っているということです。実際、２０１６年にISSでIBスコアのトップを
取ったのは、ESLにいたことのある学生でした。

英語が第一言語でない学生は、英語を勉強するときは、メインストリームのクラスか
らは、離れているんですか。
J: いいえ、学生は全員メインストリームのクラスに入ります。そうして他の学生が英語
を勉強しているときだけ、補助的な英語のクラスで勉強します。これは、英語がある程
度不自由なく使えるようになって、必要とされるレベルに至るまで続きます。補助の英
語のクラスに行くのが終わっても、メインストリームのクラスでサポートが受けられま
す。ほんとうに自信を持って英語が使えるようになるまで、このサポートは続きます。そ
れまでは、いくつかの科目では、彼らに合わせて緩やかな内容にしてあり、あるいは彼ら
の助けになるような教材が与えられます。どの学生も、メインストリームのクラスで、ク
ラメートと一緒に勉強するとき、より興味を持って英語のスキルが一番いい状態で伸
びていくと思います。

英語はどのぐらい経つと熟達しますか？
J: 誰もが英語を勉強できますが、どの子も、自分特有のスピードで学んでいきます。一
般的に言って、1年か２年で言語的なスキルや会話のスキルはついてきます。そして５年
から７年でネイティブ並みの英語が話せるようになっています。
F: よく言われていることですが、子供達は一人一人違っています。一人一人に合わせ
た教え方を考えることが重要です。ISSのユニークなのは、クラスサイズが小さいことで
す。結果として、教師は生徒をよく知ることができ、それぞれの生徒に必要なことを踏ま
えた授業が実践できるのです。ESL部では、それぞれの生徒の進み具合や伸び具合に
ついて、いつも話しています。この子の現状はどうか、では、どのようなサポートが必要
だ、というような話をしているのです。
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作文をしています

楽しくジェリーを作りながら科学の言葉を学んでい
ます

新出語彙を一斉に言う練習

– Ms. Fiona
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リア、カナダ、そして英国や
米国の大学に入っている
ということです。実際、２０
１６年にISSでIBスコアのト
ップを取ったのは、ESLに
いたことのある学生でした。
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もしも私の子供の英語が伸びなかったらどうしたらいいですか？ 
J: 私の経験では、どの生徒もやり方とサポートによって、英語を
伸ばすことができます。あるときには、理解しやすいように絵がた
くさん付いた短くした本を渡しました。あるときには、他の子達が
ゲームや新しいことを何度も繰り返す経験をしているときに、あ
る子は、新しい言葉を覚えてから読み始めました。難読症の子ど
もも、multi-sensory learningやpositive learningの方法を
使って、個別のサポートがあれば、外国語を学ぶことも可能なの
です。
F: 学習環境が安全であることが一番の成功のカギです。子ども
は皆、どのような状態でも、自分のやり方ー知識、文化、これまで
の学びの経験、強み、スキルを持っています。これらが大切な基礎

Article: “うちの子供は、英語の学校に行ったほうがいいですか？” 続く
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機会をいただいて、ISSファミリーに自分自身を紹介できることを
大変うれしく思っています。

ISSとの最初の出会いは、1994年に米国教育センター（旧アメ
リカンカレッジCAE）に勤めたことでした。CAEでは、ISSグルー
プの延長として、中等教育以後の教育を学生に提供していまし
た。2003年まで、私の仕事は、学生に入学、マーケティング、教育
カウンセリングを提供することでした。2003年に、米国教育情報

地面に水で字を書きながらスペルの勉強をしています

Karen 
Kaylor

センター（USEIC）を管理することになりました。USEICは、米国
での大学の機会についてもっと学ぶことに興味のある学生や家
族に、カウンセリングを提供しています。 USEICはまた、オンライ
ンプログラムで米国およびカナダの大学で学ぶ学生が、米国の
大学に入学するための標準的なグループテストと私立の試験監
督サービスを提供しています。

2010年10月にISS Board of Advisors(ISSとBISSの顧問)に
招待されました。そこでここ数年私たちが従事してきたことは、特
に、Handbookのポリシーを、公正で正確な表現にすることに 多
くの時間を費やしています。私たちはまた、学生のための教育プロ
グラムやオプション、あるいは購買からさまざまなものの製作 ま
で、学校管理と政策のあらゆる側面について活発な議論を行って
きました。

仲間の役員と一緒に、私たちは「永遠のキャンパス」と呼べるもの
をを積極的に求めており、最適な解決策を見つけるために活動
しています。私たちの努力は、すべてISSコミュニティの学生や家
族のためにあります。 みなさまと、学校のイベントやPTAの集まり
で、お会いできることを楽しみにしています。

Getting to Know Our Board Member

なのです。それらを元に今何ができるのかにフォーカスし、そこか
ら始めていくのです。サポートがあり、励ましがあり、育む環境が
あれば、教えられない子どもなんていません。

うちの子どもが、手っ取り早く英語をマスターする方法はありま
すか？
F: お子さんにできるだけ幅広く本を読ませてください。楽しんで
読んでくださいと言う意味ですよ。小説でなくても構いません。雑
誌やグラフィックノベルでもいいし、ブログでもいいのです。英語
の映画を見るのもリスニングのスキルの向上に役立ちます。映画
の小説版を読むのも、いいですね。このように、機会をとらえて英
語の勉強をするのです。いつの間にか英語で生きて英語で息をし
ているようになりますよ。
J: こんなこともいいですね。英語を話す友達と遊んだり、何か一
緒にしたりすると、話す力が一気に伸びますよ。英語の力を伸ばす
近道をお望みなら、即別な語学キャンプやプログラム、たとえば
ISSのサマースクールやスプリングスクールで、英語の習得にフォ
ーカスして、英語漬けになってみるのもいいかもしれません。

ISSのスプリングスクールについてのお知らせは
issspringschool@edu.sg　あるいは　springschool@

iss.edu.sg にメールをお送りください。あるいは +65 9722 

5340 にお電話ください。
サマースクールのご案内は、上記の電話番号にお電話くださる
か、summerschool@iss.edu.sgにメールをお送りください。



2月8日（木）に開催された今年のパーソナルプロジェクト展では、今年度の10年生のさ
まざまな作品が展示されました。パーソナルプロジェクトは、MYPの最終年度の必須課
題です。学生は、学習（ATL）スキルへのアプローチを選択し、強化し、あらゆる教科の学
習を統合し、個人的な興味のある分野について研究するのです。このプロジェクトは、生
徒が本当に個人的かつ創造的な製品を生み出す絶好の機会を提供しています。

学生は、担当の教師に相談しながら、6ヶ月間非常に頑張りました。 その結果素晴らし
い成功をもたらしました！ 素晴らしい作品と、その過程で得たATLのスキルは非常に
貴重であり、11年生と12年生のIBディプロマプログラムで成功するために必要なス 
キルの鍵となるでしょう。 グレード10の学生を支えてくださった全ての方々に感謝し 
ます。

パーソナルプロジェクトは、IBに送られる前に、教師によって内部的に評価されます。  
最終結果は2017年8月上旬にISSに送られます。
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Grade 9 の学生が質問しています

バティックの方法を教えています

保護者もプロジェクトの発表に招待されています 教師がG１０の学生にプロジェクトについて質問して
います

学生が学んだことをお互いにシェアしています

MYP のパーソナルプロジェクト展示会
By Ms. Shelly



ドリーが描いたオンドリの絵
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チャイニーズニューイヤーを祝いました

我々の国際的なコミュニティ、教師や学生
たちにも、トリ年の賑やかな楽しい活動が
いっぱいの年の到来を告げられました。

小学生は、クラッカーと紙細工で中国正月
を祝いました。中国正月につきものの縁起
のいい言葉や書き初めをした学年もあり
ます。もっと若い学年は、十二支の帽子を
作ったり、十二支のミニパフォーマンスを
して楽しみました。

中学生は、集会で友達にお正月の歌やダ
ンスを披露しました。  『コンシコンシ』のよ
うな伝統的な歌を覚えて、学んだことにつ
いてアートワークを作成しました。 ここを
見てください。作品が見られますよ。 here.

「チャイニーズ・ニューイヤーでは、家
族がともに集まって、たくさんのおいし
い食物を楽しみます。 大人は子供たち
に『hongbaos』（お金の入った赤い袋
です）を幸運のおすそわけとしてあげま
す。 中国の十二支の伝説も学びました。」

「爆竹を鳴らしたり、ライオンダンスを見
たりしてお祝いします。家を赤色のもので
飾ります。家族がみんなで集まってディナ

チャイニーズ・ニューイヤーは、あちこちでライオンダンス
が見られるように、非常に賑やかでカラフルです。同時に、
一番意味のある大事なことは、家族と一緒に祝うというこ
とです。私は酉年のトリの絵に酉の字を描きました。チャイ
ニーズ・ニューイヤーに関連するいろいろな装飾、文化と芸
術を全部見て欲しかったからです。

チャイニーズ・ニューイヤ
ーは、私にとって、刺激
的な伝統的な活動、衣
服、ダンスと食物で満た
されていて、毎年新しく
てユニークで、逃すこと
ができない経験です。 
例えばバターたっぷりの
パイナップルタルト、ケー
キ、プルーンと果物、ロー
ルエッグ、ジャーキー、伝
統的なクッキーやスナッ
クなどを一口食べると、
チャイニーズニューイヤ
ーの香りが爆発します。
チャイニーズ・ニューイヤ
ーを経験するチャンスが
ある人には、行ってこい！
と言います。終わってし
まったら、二度と同じよ
うな楽しい経験はやって
こないのです。

– －デリー, ISS 学生

– アレックス, ISS 学生

春という言葉の切り絵

中国正月おめでとう

アレックスの描いたオンドリの絵

グレード６の“おめでとう酉年”

ーを楽しみます。チャイニーズ・ニューイヤ
ーの挨拶の仕方を学びました。「コンシーフ
ァーチャイ」これらは中学生の言葉です。

高校生は、トリの絵を描き、 チャイニーズ・
ニューイヤーとそれが意味するものを考え
ました。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWMGuPEzZ9PF7CZL47ZbLe8hgF6SDQ4O_


「Junior Achievement 

Company of the Yearを受賞した
ことは、私たちが起業家としての自分
を意識する上で素晴らしい経験でし
た。実は、それは困難な課題でした。
約12週間の真面目でハードな活動、
ブレーンストーミング、ビジネスレポー
トの作成、そして、自分自身の意欲を
維持することがいつも必要でした。

その結果、シンガポールの学校の中
で2位に入賞し、今年の最優秀賞を
受賞しました。

私たちが学んだ主要な教訓は、起業
家精神を促進するためには、勤勉で
計画的な戦略が必要であるというこ
とです。そして、最後まで諦めずに準
備し、最後まで目標に集中して情熱を
注ぐ必要があるということを実感しま
した。」

- Sharaf, Mindful Mugs の社長

Grade 12 アート展示会
By Ms. Larue

Mindful Mugs が優勝しました

Mindful Mugs が優勝しました
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G. L. の作品

L. B. の作品印象的なアート作品 展示されたアート作品の背景を尋ねています

IB ディプロマプログラムでアートを取っている学生の芸術展があります。２年目の最
終学年の学生が、２年間でどのように創造力やスキルを伸ばしていったか、様々な素
材をどう料理してどのような発想で、どのような表現を試みているかを見せました。
彼らは最終的に、DREAMと名付けられた最終芸術展で彼らの労働の成果を分か
ち合うことができました。この作品群は、過去2年間の彼らの努力と技能の頂点を表
しており、IBから最後の審査を受けるわけです。概念化し洗練化し、招待状の作成や
最終的な展示まで自分たちで実行しました。オリジナルのアート作品を作成だけで
なく、DREAMで展示されていた展覧会のテキストの解説や学術的な理論的根拠な
ど、アートライティングとリサーチの能力も見せます。 
展覧会に出席したすべての人、保護者、ガーディアンの方、学生、教師およびスタッフ
は、彼らのアイデアを伝える能力に感銘を受け、後輩たちも上級生が作ったさまざま
なアートワークを楽しんでいました。

一位に輝いた作品をビデオでご覧ください here!

https://drive.google.com/file/d/0BztmrkCmlRxnT3NpdkNJaUxqNzQ/view
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私たちの卒業生は、世界中に散らばって
いますが、卒業生の彼らのコミュニティ
ーと我 I々SSは、今もコンタクトを取り続
けています。 卒業生が今何をしているの
か、ISSにいた時の彼らはどうだったの
か、それが現在の彼らにどのように影響
を及ぼしているのか、とても興味があり
ますね。これから、彼らにどのようなこと
を、どのような形で話してもらうか、どの
ような集まりを持つか、計画をしている
ところです。

卒業生のご紹介

学生が卒業後、どのように学びの旅を続
けているのか、ぜひ聞きたいですね。

彼らがISSで過ごしたのち、それからの世
界で、今どうしているのか、何をしている
のか、フェイスブックで垣間見ることがで
きますよ。ぜひISSのファイスブックのグル
ープに加わって、彼らの活躍を見てみませ
んか。
www.facebook.com/groups/
isssgalumni/

私は２０１１年にISSを卒業しました。そしてテキサス工科大学で主にそれから、企業教
育をうけ、経営学修士として卒業しました。その後、ハイエンドのウェブ開発会社のため
に管理を計画して、マイクロソフトなどの広告代理業者のために大きなウェブ・プロジェ
クトを担当しました。

私は現在シニア・ディレクターとしてダラス（テキサス）のメディア会社で働いており、依
頼人に会うために、アメリカ合衆国中を旅しています。

特にビジネスにおいて、そこで学んだことだけでなく、あらゆる面で決まり切ったこと以外
のことを考えなくてはいけないことを、ISSは私に教えました。 学んだ教室は文化の多様
性を体現していて、異なるレンズで物事を見ることは、私の第二の天性になりました。 仕
事においても社会的な面においてもこれは大いに役立っています。特に仕事でクライア
ントに会い、問題解決に当たる時、私は毎日この技術を使用します。

異なる国籍の異なる文化背景を持つメンバーが集う少人数のクラス、多様な国籍のそ
れぞれの先生からの教えは、私がISSについてもっとも評価しているものの一つです。今
となっては、似通った背景のものたちが集う学校に行っている自分は想像もできません。

仲間の同級生と先生たちとの多様性に恵まれたグループのなかで、私が高校の最後の2
年を過ごすことができたのは、本当に天の恵みです。

特にビジネスにおいて、そこで学んだこと
だけでなく、あらゆる面で決まり切ったこ
と以外のことを考えなくてはいけないこと
を、ISSは私に教えました

Jakeb Stunz と彼の妻

– Jakeb Stunz, ISS Alumnus

異なる国籍の異なる
文化背景を持つメンバ
ーが集う少人数のクラ
ス、多様な国籍のそれ
ぞれの先生からの教
えは、私がISSについ
てもっとも評価してい
るものの一つです。
– Jakeb Stunz, ISS Alumnus
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高校部のWeek Without Wallsは、我々のスタッフと学生が、１週間かけて行う活動で
す。 ４つの異なるプログラムで、豊かな経験を約束し、生涯にわたって忘れない思い出に
なるものです。 

G9の学生は、ベトナムのホイアンというユネスコの文化遺産の街を訪れました。この沿
岸の町は、学生たちに冒険とチーム育成の大きな経験を与えてくれました。 

G10の学生は、カンボジアの地方の生活を経験しました。ローカルの人 と々、共に働き、
今年だけでなくこれからも続ける活動の一部を担いました。野性的な生活を経験し世界
でも稀なこの地方の活動を楽しみました。 ごく最近あった歴史的な虐殺の現場も体験
しました。

G１１の学生は、IBのグループ４サイエンスカリキュラムに関連する活動をするためにロ
ンボクに旅をしました。学生は、2日間の科学的な調査と2日間のボランティア的な活動
を行いました。彼らは学校に帰ってきて、調べたことを照合分析し、グループ４のサイエン
スデーでそれを発表しました。リサーチ、研究、発見の旅でした。

ローカル・シンガポールグループは、クッキング、ローラーコースター、アメイジングレー
ス、雪の朝などを経験しました。そしてこれらの楽しい活動を通して、チームとして活動す
るとは、というメッセージを受け取ることになったのでした。

この旅行を共にしてくれたスッタフに大きな感謝を贈りたいです。教室を飛び出てこれら
の経験をすることが、どんなに教室での学習を豊かにするでしょう。これらのユニークな
経験が、ほんとうの意味での可能性をそだて、ほんとうの意味での違いを作る活動なの
です。

学校の雑誌にむけたWeek Without Wallsの記事
By Ms. McCarthy

Lombok - 地元の学生と試合をしています

Lombok - ISSのバイオロックを作りました。将
来、GiliTのISSバイオロックの上でシュノーケルする
ことができ、サンゴの成長量を記録することができる
でしょう。

Hoi An - 必要な家をペイントしています

Discover Singapore - クッキングに挑戦

Hoi An -地元の小学生と試合をしています

Discover Singapore - 恵まれない人たちにスープを
提供しています

Beng Pae - 衛生プロジェクトに取り組んでいます Beng Pae - 衛生プロジェクトに取り組んでいます

楽しみなイベント
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一歩前を行くために

Wokshop のあとの教員からの reflection: 

この1週間の間、教師はワークショップを通して得られたスキルを
実践しています。 MSの教師は、ISAのテストに参加する学生に、
試験の前、間、試験後に、リラックスするための呼吸運動を実施し
ました。学生自身が、自主的に行うほど熱心な活動になっていま
す。今では、これは学校全体で標準となっています。
教師たちはこのmindfulnessは、学生の学習を助け、学習にも効
果的で、世界市民となるべき学生にとって、より良い発展を全体
的に支える一つのの方法と見ています」
– Mr. Taylor, 中学部校長

PYPは、スキル、知識、態度、そして個人的な成長の発達を含む子
供全体の発達に焦点を当てています。教師は、今回の心と情緒と
知性の専門的な開発ワークショップを通して、学生がオープンな
心で、好奇心を発展させ、受け入れる心を伸ばすための新しい一
つの方法を得ました。これは、学生に、自分の感情を認識し、教室
の内外に自分がどのように存在するかを理解する時間と空間を
提供するものです。」
- Ms. Skrtic, 小学部校長

「瞑想は構造化されていない活動のように見えるかもしれません
が、私がトレーニングから学んだのは、学生と私自身が集中し続け
るのを助けるこの活動の有用性です。 授業が始まる前にストレス
の心を解き放って平和について1分ほど考えれば、生徒は落ち着
き、その後のレッスンに集中できるようになります」
– ミシェル, ISS 韓国語教師

「学校カウンセラーとして、学校全体のスタッフとして、思いやり
と感情の知性について一緒に学ぶ機会を得たことをうれしく思い
ます。呼吸法、ガイド付きイメージ、気持ちの良い食事、身体感覚
など、さまざまなタイプのマインドフルネス手法を実践する時間を
取ることで、私たちは忙しい日々を通してマインドフルネスがスタ
ッフと学生をどのようにサポートできるかをより深く理解できまし
た。Mindfulnessの時間は、ほんの少しで構わないのです。 私た
ちの思考、感情、経験を「意識」することができます。私はこれを教
師と学生のための総合的な福祉を学問的、感情的、肉体的に支
えるツールと見ています」 

– Ms. Contreras, ISS スクールカウンセラー

「デジタルメディアの登場により、若者は感情を表現する言葉を
使わないことが多くなり、かわりに絵文字や絵文字の使用が目立
ちます。教師として、新しい技術も用い、幅広い感情を表現させた
いです。共感は、感情の表現方法の一つです。落ち着いた行動と
自己制御をモデル化することで、教室における否定的な感情的な
ハイジャックを防ぐことができます。感情のパターンがある程度落
ち着くという状況は信頼感のもので行われるものです。 」 

– Ms. Chin, ISS Teacher

「人間関係を円滑に処理する能力とmindfulness の訓練に参
加することで、感情が意思決定能力に及ぼす影響を、個人レベル
と専門レベルの両方でより深く理解することができました。 自分
のことをより深く理解することで、感情的で挑戦的な学生にも、私
はより大きな共感を示すことができます。
生徒に人間関係を円滑に処理する能力を発達させるために、自
分と他人の気持ちを認識し、異なる感情に直面したときに使う戦
略を提供するのを手伝います。 これは健康でバランスのとれた子
どもを育てるために不可欠です。私たちは、子ども達を伸ばしたい
と思っています。教師としての私の役割は、子どもの感情をより良
く理解し、回復力を発達させ、状況に反応するのではなく応答し
て情報に基づく意思決定を支援するスキルを身につけさせること
だと思っています。  
- Ms. Cass, ISS 教師.

「このワークショップは私たち自身にある3000の感情を特定し
て管理するのに役立ちました。 これにより、私たちは日々の課題
のストレスを和らげ、他者への共感を高めるために適切に対応す
ることができます。
幼稚園では、私たちはunit of inquiryを通して感情を定義し、思
いやりを実践することに集中してきました。感情表を使って瞑想
やヨガを実践し、感情を定義しています。 読書、ライティング、笑
い、散歩、彩色、数、その他様々な学びの場所で、教師、学生、コミ
ュニティに利益をもたらすために取り組むことができます。多く
のアイデアを交換し、より多くの洞察を得ることができて有益で
した。
– Ms. Punamiya, ISS Teacher

学生は現在、多くのプレッシャーに直面しています。学問的に成
功しなくてはならない、社会的に受容されなければならない、
友達との間で安定した関係を築かなくてはいけない、している
すべてのことに優れていなければならない。このような状況下
では、学生の幸福感は大事なものとして扱われない可能性が
あります。
ISSインターナショナルスクールでは、学生の幸福感が成功の
鍵であると認識しています。幸福感の向上は、学問的に進歩し、
健康でバランスの取れた個人になる学生の能力につながります。
このことを大切だと考え、私たちの教員は、2日間の専門的な
開発ワークショップに参加しました。すべてのプレッシャーにも
かかわらず、学生がどのようにして幸せで健康的、身体的、精神
的、感情的に暮らせるよう支援することができるかを考えたの
です。



高校生によるBritney Spearsの“Lucky”

毎年1月、PTA委員会は、忙しくなります。 どうして？ 毎年開催されるISS PTA Fun 
Fairの企画と準備活動の大旋風が巻き起こるからです！ 今年も変わりませんでした。

ISSは、各部門あげて、この楽しい家族の日に果たす役割を果たしました。小学校と中学
校の各学年では、学年ごとのブースを実行するために顔を合わせています。高校生は、み
んながBBQを食べられるようにするグループあり、CAS（創造性、活動、サービス）での
取り組みを披露するグループあり、でした。 学生や教師は、親のコミュニティの助けを借
りて、いくつもの屋台を担当しました。

屋台は、いつものように大勢の人々を惹きつけました。お腹の空いた人には、いろいろな
料理がありました。ファンフェアで空腹の人は誰もいませんでしたよ！ 屋台は、お待たせ
することはありませんでしたし、少しの待ち時間は楽しい笑いの時間に変わっていました。
独創的な学生たちが、様々な工夫を凝らしたエンターテイメントで楽しませ、様々な味
の屋台で楽しませたからです。チャンスとスキルのゲームから、ファンキーなフォトフレー
ムや洗車まで！ 学生たちが、あなたの車を丁寧に洗ってくれましたね！

ステージでは、才能あふれる中学生が、今年後半の公演 “イントゥ・ザ・ウッズ”の歌を披
露し、私たちにミュージカルの一部を紹介してくれました。音楽では、私たちの常駐DJで
あるMarkが、Fun Fairを通して皆を楽しませてくれました。 

楽しい笑いの中で、もちろん、このイベントを開催する大きな理由があります。ISSの学生
によって、当日集められた資金はすべてPTAに寄せられます。そして全額、ISSと学生が
選択した慈善団体に寄付されるのです。

私たちPTAは、ISSコミュニティへの圧倒的な支持によって支えられています。

今回もPTAに寄せられた、寄付、ボランティア活動、子どもの支援など、ほんとうにありが
とうございました。

PTA のファンフェアー 
By Vicki, Head of the PTA

目隠しして蹴るゲーム

ダンクタンクは、毎年一番人気です

ピョンピョンキャッスルが大好き！

小学生が自分たちの撮ったシンガポールの写真を売っています

10楽しみなイベント
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今までのイベント 
February to March 

小学生と中学生 リテラシーウィーク 
（2月6〜10日）
ES + MSリテラシーウィークには、著者の訪問、中学生の母語による読書セッション、図
書館でのストーリー・タイム、ブック・キャラクター・パレードなどたくさんの楽しいアクテ
ィビティーがありました

ハイスクールの MYP プログラム パーソナルプロジェクト展（2月9日）
MYPの学生はパーソナルプロジェクトに熱心に取り組み、その発表は大いに教師と両親
を楽しませ、また学生のプレゼンを聞くことで多くを学びました！

小学生と中学生 ブックフェア（2月17日）
ブックフェアは、いつものように、学生や家族が図書館に図書を追加し図書館を知る絶
好の機会でした。

高校部１２年生 アート展（2月20日〜24日）
12年生の12人の美術の学生が展示したアートワークは素晴らしいものでした。私たち
は、その背後にあるアイデアやインスピレーションを学びました。

小学生 の学習言語のコーヒーモーニング（2月21日）
小学生と中学生 Primary Years Programme & Middle Years Programme  

コーヒーモーニング（28年2月）
高校部 Middle Years Programme & Diploma Programme  

コーヒーモーニング（3月2日）
保護者の方が、子供たちが学校で学んでいることや家庭での学習支援方法についてもっ
と知るに、様々なコーヒー・ミーティングが用意されています。

高校部のディプロマコンサート（3月3日）
エスプラネード図書館でディプロマ（DP）の音楽をとっている学生による 素晴らしい演
奏を楽しみました。学生たちは素晴らしい演奏を見せました！素敵な夜でした。DPの学
生をサポートするためにいらっしゃったすべての観客に感謝します。

高校部のディプロマコンサート

小学生と中学生 ブックフェア

小学生 Book Character Parade

ハイスクールの MYP プログラム

小学生と中学生 リテラシーウィーク - Mother 

Tongue Reading Sessions

小学生と中学生 リテラシーウィーク - Author Visit



これからのイベント 
March to April

小学部 Math Coffee Morning (3月7)
数学の教師が、保護者の方がIBカリキュラムと私たちがISSで教えている数学について
学ぶための会を開催します。お子さんが学校で学んでいることの詳細を知るために、私た
ちの数学のコーヒーモーニングに参加してください。

中学部スピリットウイーク (3月13〜16日)
Track & Field Day の前までに、中学生はスピリット・ウィークの間、さまざまなアクテ
ィビティで競い合い、各ハウスのポイントを獲得し、友情を築きます。

中高合同陸上大会 (3月17)
中学生と高校生は様々な陸上競技に参加します。 それらをサポートするために是非ご
来場ください！

ISS のスプリングスクール (3月２0〜３１日)
ISS Spring School 2017 は探検と楽しみの旅になることを約束します。スプリングス
クールでは、英語の習得スキルを向上させるためのテクニックを発見するでしょう。いつ
の間にか、新しい自分になっていますよ。詳細を見るには issspring.edu.sg.

ISS のインフォメーションイブニング（英語で） (4月11)
ISS のことをもっと知りたいと思っている保護者の方、何が私たちを特別なものにするの
かというDefferenciationに関心を持つ方のために、ISS Infromation Eveningがあ
ります。 2017年4月11日火曜日、午後6時30分から午後8時30分まで、パターソンキャ
ンパスで、どうぞご参加ください。
ISSがどのようにあなたの子供の国際教育と成長を特別なものにできるかを伝えたいと
思います。6Cという、ISSが行っている６つのことについてもっと知りたいと思うご友人が
いらっしゃれば、ぜひご招待してください！こちらでイベントの詳細を見つけることができ
ますhere。こちらでイベントに登録することができますhere。

小学部 PYP 展示会 (4月２5〜26日) [tentative]

PYPの学生が取り組んでいるプロジェクトを展示します。 ぜひご来場くださり、たくさん
質問して、PYP学生から何か新しいことを学んでください！

高校部の MYP アート展示会 (4月27)
HSのMYPの学生が描いたもの、作ったものを展示します。 ぜひご来場ください。あなた
のサポートをお待ちしています。

同窓会 (4月28)
卒業生が、再会のためにISSに戻ってきます。 私たちはここで彼らに会うことを楽しみに
しており、彼らの話とISSの思い出を聞くのが待ちきれません！

小学部 Math Coffee Morning

小学部PYP展示会

中高合同陸上大会

同窓会

ISS のスプリングスクール

中学部スピリットウイーク
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http://www.iss.edu.sg/parents-information-evening/
https://goo.gl/forms/XB58sYrgvUIYGiFx2

