
今年度最初のEニュースレターにようこそ！
Eニュースレターは、ISSで何が起こっているのか、どんな教育環境の中で子供達が学習
しているのかをお知らせするために、配信しています。

初めのターム（４分の1学期）はさまざまな認定のための監査があり、監査の人を迎え
て、大変忙しかったです。インターナショナルスクール協会（CIS）、欧州高校大学協会
（WASC）、IBのPYP、MYP、そしてIBディプロマのそれぞれに関しての監査がありまし
た。監査により、それぞれの協会の求める厳しい基準に合った学校だけが認可されます。
３年、５年、あるいは１０年の認可が与えられます。

この三つの協会から、ISSは次の点で賞賛を受けています。:
•	 家庭的な暖かなケアを行い、学業においても優れた結果を出している、	
•	 IBプログラムの進展状況が非常に優れている、
•	 ヴィジョンやミッションが、学校中によく理解され、プログラムの進展を支えている、	
•	 学生がinternational mindedness	をよく理解し行動している、	
•	 学生が非常に高いレベルのサポートを受けている、
•	 学生の学習環境を高いレベルに保つことに貢献している、
•	 学生や保護者のISSに対するサポートが、非常に高いレベルである。

８週間後には、この三つの協会から連絡があるはずです。結果が出たら、またお知らせし
ます。

さらに、この時期私たちはインターナショナル・デイという大きな行事があります。１０月
１４日（金）パターソンキャンパスで、例年通り豊かな多様性の文化を楽しみました。改め
てその国際性に目を見張りましたね。	

インターナショナル・デイのほかにも、小学部のスポーツ・デイ、高校部の	“New Age 
Hackathon”	–アプリの発明を競います、ロック・クライミング、MYPの水泳大会などが
目白押しです。	そして、それぞれの写真もアップされますから、お楽しみに。

ご協力いただいた方、参加された方に感謝申し上げます。

Margaret Alvarez (Dr.)
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小さな学校がいい５つの理由

小さい学校というのは、子供を育て、子供の全体に関わり、多くの子供によりよい学
習環境を与えられますが、すべての人に当てはまるというわけではないかもしれませ
ん。ISSインターナショナルスクールは、どんな面で小さい学校であるという利点がある
かを学生や保護者の方と一緒に考えてみました。

1) 小さいクラスサイズ
	 	一番はっきりした利点は、クラスのサイズです。学生と先生との距離がとても近いで
す。高校部で、ひとりの先生に8人、中学部で１５人、小学部で１８人です。

	 	東南アジアから来たアシュミタが次のように言っています。「先生と話をしようと思っ
たら、とても簡単にできます。だから関係も深くなって、勉強の時も緊張せずに尋ね
やすいし、お話しするのもとても楽しくなります。」

	 	このように、一人一人に目を¬向けることができるので、学生は、大きな教室のように
ほっておかれるということがありません。先生たちから注意深く目をかけられ、一人
一人が大事に育てられます。

2) 一人一人に合わせた学習の旅
	 	学生を個性あるひとりの人と捉えることによって、小さい学校は、それぞれに必要な
こと、興味あることを大事にして、それぞれ学生に合わせた学びの旅を作っていくこ
とができます。

	 	学生と教師の関係が近く、教師と学生との関わりが頻繁に深く行われるISSでは、
学生にとって必要なことを中心とした教育が、学生の能力をを最大限にに生かすこ
とを実現しているといえます。

	 	学生の学びの旅の過程で、彼らの興味や強みや弱み、行動や態度などを、丁寧に追
っていくことができます。そうすることで、学校のプランやカリキュラムを、学生を伸ば
していく素晴らしいものにしていけるのです。

	 	この一人一人に合わせていく方法は、英語がネイティブではない学生の英語を伸ば
す方法にも広げられています。学生たちの英語の力を伸ばすだけでなく、学校のカリ
キュラムの中で他の科目の力を伸ばすことにも大いに貢献しています。

	 	ヨーロッパからの学生カミーユが、自分の考えを述べています。「今まで二つの国の
五つの学校に通ってきました。ISSは違っていました。さまざまなクラスや活動が、違
うバックグラウンドを持った人への配慮を持って行われていました。先生は教室の中
でも放課後でも、喜んで関わってくれました。中学部で知った先生がいるのですが、
彼女は今でも私をサポートしてくれます。」

3) 教えることへの情熱
	 	学生と教師の関係が強いことは、小さい学校での学生にとってよいことであるだけで
はありません。教師にとっても仕事の達成感が大きく、それはまた、学生の学習経験
を良いものにしたいという教師の情熱に火を注ぐのです。

	 	強く緊密に結びついたコミュニティの関係は、そこで働く人たちへも広がっていきま
す。教師たちの関係が密であるだけではなく、かれらの上司であるスタッフとの関係
へも等しく緊密に、打ち解けた協力的な関係が広がっているのです。

	 	教師たちには、専門分野のトレーニングで技術が向上するというワークショップの
機会が多々あります。ひとりの教師がこのように言っています。「このような機会を得
て、自分がなしえたことを深く理解すると同時に満足感を覚えます。すると、教えるこ
とへの情熱がさらに高まっていくのを感じます。」

	 	ISSでは、このように教師が教えることの方法論について積極的に学び刷新していま
す。このことは学生へのサポートにも波及し、学校を越えて、その後の人生のなかで
も、長い親しい関係を築いている場面も多く見られます。

	 	アシュミタがさらに言っています。「先生たちは教えるのに情熱的です。しなければな
らないこと、したほうがよいことを繊細に選んでいると思います。その熱意は学生に
も通じています。正直に言って、クラスに大変満足しています。授業で受けるサポート
が半端ないからです。」

Getting to Know ISS

Within a small school, 
faculty members are 
better able to form 
a close-knit, informal 
and supportive 
community while 
receiving more 
opportunities for 
professional training 
to improve their craft. 
One of the teachers 
at ISS International 
School shares that 
“we feel appreciated 
for the work done, 
compared to what I 
had experienced in 
my other teaching 
assignments. As a 
result, I feel fulfilled 
that my work is 
recognised and this 
gives a further  
boost to my passion 
to teach.”

2

Nurturing student-centric curriculum delivery

Small class sizes facilitate close & authentic 
teacher-student interaction



Getting to Know Our Board Member

4) 大きな魚、小さな池
小さい学校ですが、さまざまな種類のECAを提供し、リーダーシ
ップを発揮したり、科目をさらに発展させたり、学生が個性を発揮
したりする働きをしています。特に違うこといえば、学生が関わる
分野や度合いが大きいことでしょう。
アメリカ人の保護者であるアイフーンが言っています。「小さい学
校は、特に学生がリーダーシップを発揮しなくてはいけない機会
が多いです。そのほかにもさまざまな行事で、自分で発表する機
会が多いのです。」
他にも学生が、「一つに限らず色々なスポーツで活躍することが
できる。小さい学校では、一番ポピュラーなスポーツを選ぶので
はなく、初心者にも習うチャンスがあるということ」と言っていま
す。実際大きな学校では、Bチームにも入れてもらえないことがあ
りますから。

5) 緊密な関係のコミュニティー
小さい学校では、教師やスタッフが、学生を一人一人名前を知っ
ています。それぞれの学生の個性も知ることになり、気分の悪くな
った学生やいじめなども、瞬時に見つけて、対処することができて
います。

Article: “5 Reasons to Pick a Small School” continues.

Clarence 
Lim 

Clarence Lim は、シンガポールの公立学校で１２年間教師をし
てきました。英文学と英語を教えていました。 彼は出版社に務め
ることになり、教職を去りました。それから教科書や教育のため
の本の編集をしていました。シンガポールのオックスフォード出
版を退職してのち、 北京のテレビ局で英語の番組のコーディネ
ーターをしていました。北京BISSと BTVでクラスも持ちました。 
二年後NUSでコミュニケーションをそして Centre for English 
Language で、英語の補助教師をするようになりました。同時に 
Times Publishing で、週３日編集もたのしみました。

Clarence は 2013 年にすべてのことから引退し、いまはゴルフ、
旅行、作曲、そして孫を楽しんでいます。

ISS International School は、シンガポールで一番最初のインタ
ーナショナルスクールであることを誇りに思っています。ISS の創
立者でありますMr Chan Chee Sengは、シンガポールの創立に
も関わっております。その ISS は特別なインターナショナルスク
ールであり続けなければならないと思っています。この世界は、
経済によって崩壊の危機に陥ることもあり、変化が激しく先が見
えない状況を示していますが、その中で、ISSの方向を見誤らず
未来にもあり続けていきたいと思っています。

ISS International School has a 
proud and illustrious history as 
the first international school with 
a deliberate cosmopolitan focus. 
The establishment of ISS by the 
founder, Mr Chan Chee Seng, 
contributed in some way to the 
then nascent industrialisation 
of Singapore. ISS must remain a 
boutique and inclusive international 
school to differentiate itself 
from the very large transnational 
and trustee schools so that it 
can stay nimble to better adapt 
to disruptions and disruptors 
unleashed from the ever-changing 
global economic trends.

– Mr. Clarence Lim

ISSの緊密な関係は、保護者や学生たちにも広がっています。
関心を寄せる保護者が、学生の成長には欠かせません。学校
からの定期的な連絡が密なので、保護者の方は学校の行事に
もよく参加してくださいます。それがまた、学生を伸ばすのに、
一役かっているのです。
学生は、家族みたいな学校を楽しんでいます。ヨーロッパの保
護者マーリンが言います。「温かい対応が、ISSの印象をとても
よいものにしました。入学担当のスタッフがフレンドリーで、ど
んな質問にも心を込めて答えてくれました。必要なことには根
気よく付き合ってくれたので、大変居心地がよかったです。ここ
では、自分の子供が家にいるような安心感を持つだろうと確
信しました。」
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Our teachers make time to guide our students



ランチタイムリサイタル

ランチタイムリサイタル
やコンサートは学校コ
ミュニティにとって素
晴らしい機会です。学
生にとっても、彼らの才
能を見せるチャンスに
なりますし、実際のパ
フォーマンスに必要な
ことを学ぶこともでき
るのです。彼らが楽器
や声を使って音楽への
愛を見せることで、ミュ
ージシャンとしてまた
大きく成長していける
のです。

Student Achievements and Contributions 4

10年生のセラフィノが、シンガポールで写真の本を出版しました。彼が初めて写真に
触れて、それ以後彼の写真の才能を見つける旅に出たのは、父親がニコンのDSLRを
買った時からです。写真に対する熱意は新しいことを学ぶたびに増していき、写真の技
術が身についてきました。オンラインで勉強し、写真を撮り続けました。１０年生の時
のパーソナルプロジェクトで（IBディプロマの１０年生時の課題です）、セラフィノの写
真家としての力が解き放たれました。この写真の本は、彼のインスピレーションと絶え
間の無い精進の結果です。

Seraphino with his photo book

もしみなさんがセラフィ
ノのパーソナルプロジ
ェクトをご覧になりた
いなら、どうぞ彼のブロ
グbit.ly/Seraphinoを
訪れてみてください。も
しみなさんがセラフィノ
の素晴らしい作品をお
買いになりたかったら、
こちらへ行ってみてく
ださい。500px.com/
seraphinohuang

学生写真家と彼の成果

– Mr. Hoddinott, ISS Teacher– Seraphino, ISS Student

To watch the videos of their performance, 
visit http://bit.ly/ISSLunchMusic

このコレクションの写真は、なんといっても今まで人の眼によっては
見られなかったユニークな視点だということです。 今までのシンガ
ポールの旅の本や写真エッセイの本に比べて、アイロニーのセンス
に彩られたシンガポールイメージの本だと言えるでしょう。しかしな
がら、その場所を表すイメージ、全体の構成、アングル、視点、そのシ
ョットを１日のいつ撮るか、周囲の状況、明るさの具合、望む結果を
出すためにどう編集するか…シンガポールのこの場所が自分にとっ
てどういう意味があるのか、どう特別なのか、この場所に向けて自分
がどういう感情を表したいのか、その全ての表現がここに詰まって
います。Elliot Erwittがかつて言いました。「写真は眼のアートだ。
ありきたりの場所で何か面白いものを見つけたら、見たものは小さ
いものだけど、君はそこに全てを見るのだ。」セラフィノ

http://bit.ly/ISSLunchMusic
http://bit.ly/ISSLunchMusic


The Zika virus 
has only started 
and the ripple 
effects will turn 
into tsunamis, so 
it is important 
that you students 
partake in keeping 
yourself and 
others safe.
– Sharaf, ISS Student
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シンガポールは。蚊による病気が広がることも多いです。蚊は、マラリア、デングを
広める媒介になっています。それが今回は２、３ヶ月前からジカ熱を感染させ始
めたのです。

ジカ熱は、ヤブ蚊の一種のネッタイシマカが媒介すると言われています。シンガ
ポールでもよく見られ、随分前からシンガポールとマレーシアでその広がりを懸
念されてきました。しかし、完璧なセキュリティーと美しい街であるシンガポール
で、このような危険が目の前に迫っていたとは、まさに盲点でした。

噂では（趣味の少ない人間が広めてしまうのですが）、オリンピックのシンガポー
ル代表である	Joseph Schoolingがテキサスから持って帰って広めたと言わ
れています。（噂は噂で、そんなバカなことがあるはずもありません）才能のある
人間にそういう罪を着せる考えを起こさせるのが噂の常ですね。	なぜこのように
急に発生したのかは、実際のところまだわかっていません。初めてシンガポール
で発生したのは、	Aljunied	です。患者は、ひどい熱で目が赤くなり他にもジカ
熱の症状を示したということです。同じような症状を持った患者が、パヤレバ、そ
してシンガポールのファーイーストにも増えていきました。（ちょうどMRT	のグリ
ーンラインです）	

ジカ熱がパニックを起こす理由に、現在のあなたの症状が、ジカ熱かそうでない
かがはっきりしないということがあります。	あまり症状の出ない患者は、尿や血
液の検査をしますが、６、７日間でおさまります。ジカ熱の場合、軽度の発熱、結
膜充血、筋肉痛、関節痛、頭痛、斑点状丘疹などが、７日間ぐらい続きます。しか
し、これも収まります。

このように、大いに健康を害するわけではありません。目に見えない危険な病気
が蔓延しているという恐怖が巻き散らかされているのです。まず、一般的にこれ
は伝染しないと言えます。そして次の点が重要です。性的接触で伝染することが
あります。妊娠中に影響を受けると、	妊婦の感染による新生児の小頭症の可能
性があるのです。	

ジカ熱は、津波以来見られるようになりました。私たちは自分と他の者の安全を
分かちあう必要があります。蚊の病気を介在させないよう、防虫剤や防虫パッド
を買って、蚊を寄せ付けないようにしましょう。確かにカッコ良くはありませんが、
あなたの安全とこの世界を安全に守ります。紫外線のように、目には見えません
が、同じように危険なものなのです。

ジカ熱
この記事は、シンガポールでジカ熱が流行っている最中に高校部の学
生が書いたものです

ZIKA by Sharaf



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。

ISS prepared me to 
meet the challenges 
in my university 
courses and to 
succeed at finding 
opportunities 
in everyday 
independent life.

卒業生のご紹介

私は、マリークレア・アルバレツ・ミラーと申します。ISSインターナショナルスクールを２０
１５年に卒業しました。今、日本の大阪大学で	、英語で授業が行われるグローバル３０
の一環のコースを取っています。大阪大学のグローバル３０の二つのコースのうちの一
つである、生物と化学を組み合わせたプログラム(CBCMP)を専門としています。

私はISSで幼稚園からIBディプロマを取るまで学びました。そこで、世界中からきた様々
な人達—学生たち、教師たち、そしてスタッフーに会いました。この環境で、様々な国の文
化を受け入れることで私は開かれた意識を持つことができたと思います。ISSは、とても
小さい学校なので、そこにいる人達とのつながりは非常に強く、教師からのサポートも豊
かであったと思います。

ISSにいたことについては非常に大きな価値があったと感じます。もちろん悲しいことも
あったし、ディプロマを取るためのストレスは非常に強かったのですけれど。国際色豊か
な彼らと、ここで過ごしたあの困難な時期がなかったら、困難な大学のコースを乗り越
え、自立して毎日を過ごす今日はなかったと思います。

I value every moment I spent at 
ISS International School, even 
the difficult and stressful times.

Mhairie Claire’s mini alumni get together

Our Alumni Community 6

– Mhairie Claire Alvarez-Miller, ISS Alumni

– Mhairie Claire Alvarez-Miller, 
ISS Alumni

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/



PTA	は、教師と保護者の方を結ぶ役割を担っています。そして、学校コミュニティ
ーを育てるために存在しています。スタッフや教師、保護者の方、ガーディアンの方、
学校コミュニティーのあらゆる活動に対して、イベントを調整します。学校が主催す
る	International Day, the Middle School Performance, Elementary and 
Middle Schools’ Art Exhibitions and the Elementary School Book Swap, 
などのあらゆるイベントです。

2016-17	のPTA	は、様々な国籍やバックグラウンドを持つ人で出来上がっていま
す。PTA	運営委員会は	９月の選挙で選ばれました。

会長はVicki,	副会長は	Trine,	会計は	Cliff,	会計補佐は	Neal,	書記は	Sarah,	書記
長は	Carlos,	日本人コミュニティ代表は	Kazue,	小学部代表はHiroko,	中学部代表
は	Ma Aye,	そして	高校部代表は	Paulです。

会長のVickiの挨拶です。

“有能なISSのPTAの皆さまといっしょにPTA会長として働くことを楽しみにしていま
す。ISSとして、学生と学校の家族のような関係をますます強めていくこと、そして子供達
が多様な文化を広く受け入れ、幸せな感情を持って暮らせるよう、学校内外で、勉学を
サポートしていきます。

PTA	はISSで、非常に価値あるコミュニティーです。	去年から引き続き、さらに強いコミ
ュニティーになっています。	ISS	のコミュニティーにいらっしゃる人が、お互いによりよく
知り合えるよう、チャンスを得られるイベントを計画しています。それぞれが思い思いの
形で協力や参加ができます。ぜひチャンスを見つけて参加してください。”

メールでいつでもご連絡ください。	pta@iss.edu.sg.

PTA Activities 7

PTA Executive Committee

Our parents and staff having an enjoyable 
time at the PTA Welcome Social

Our PTA Chair and Deputy Head of School 
having a good chat

The PTA Annual General Meeting in 
September this year. Our new PTA  
Executive Committee is excited to serve  
the ISS Community!

PTAから



ISS Celebration 8

インターナショナルデイ 
14 October 

ISS	インターナショナルスクール	(ISS)は、理事長であるMr. Chan Chee Seng	によっ
て、１９８１年に創立されました。彼は、当時のシンガポールに増え続ける外国人のコミュ
ニティに、コスモポリタンの考えを持ったインターナショナルスクールが必要だと考えた
のです。Mr.Chanは学ぶことの重要性を知っており、シンガポールの経済のためにも、真
の国際人を育てるインターナショナルスクールが必要だと考えたのでした。その彼の深
い想いは、今もISSインターナショナルスクールに深く強く流れています。	
毎年恒例のインターナショナルスクールデイは、１０月１４日に行われましたが、この考
えが元になっています。
万国旗のパレードに始まり、ISSにいるすべての国の代表が行進しました。その後、学生
たちが自分で選んだ国のワークショップを披露しました。そこでは、様々な国の文化や、
ダンスや、工芸を学び、パフォーマンスを見ました。そして、最後に、なんてすばらしかった
のでしょう！学生や保護者の方によって用意された、さまざまな国の、めずらしい、こころ
のこもった美味しい料理に舌鼓を打ったのでした。

Our flagbearers waiting for the Parade of Nations

All dressed up and ready for the parade to start!

Our parents contributed many dishes of  
delicious food!

Elementary School students all dressed up and 
enjoying their lunch!

Middle School students dressed up! Middle School students dressed up! High School students dressed up!

Enjoying the high school students’ performances! Middle School students dressed up!

High School students doing the Tinikling,  
a Filippino traditional bamboo dance!

Our older students teaching and helping our 
younger ones make Australian animal crafts!



ES Sports Day

New Age Hackathon

School Activities 9

新学期のイベント
8月 – 10月

新入生のためのオリエンテーション (８月)
新入生たちは、学校見学をし、先生たちに会い、ISSでの学校生活はどのようなものにな
るのだろうかと想像を膨らましました。新入生たちは、歓迎され、仲間として受け入れら
れ、新生活の始まりを心強く感じたのではないでしょうか。	

初めの日 (８月１１日)
高校では、初めの日のアクティビティを改定しました。小さなカンポンという名前のホー
ムルームは、お互いのつながりがより強く感じられるようになったでしょう。これからの一
年をチームとして、勉強に様々な活動に、一緒に進んでいくのだと感じる、楽しい活動を
取り入れました。

Coffee Mornings (８月、９月)
保護者の方が、お子様たちが学校でどのようなことを経験しているのかを学び理解する
会です。	ISSのESLシステムのことや、PYP,	MYP,	そして DP全般、そして数学のことを
お話ししました。

New Age Hackathon 2.0 (８月２７日)
グレード１０の学生たちは、じぶんのIT	スキルを使って、どの年齢の人にとっても重要な
精神の健康を保つためにと言うタイトルで、アプリを作る競技をしました。学生たちはア
イデアを出し合い、作り上げました。

ES Sports Day (９月１６日)
小学部のスポーツデイ、楽しかったですねえ。まさに、健全なる身体に健全なる精神は宿
る、ですね。	戸外で健全さを楽しみました。レースやイベントを楽しんだ後は、勝った人を
たたえ、頑張ったことをみんなで喜び合いました。

MS Spirit Week (3 to 7 Oct)
毎年MYPスイミング・ガラの前に、スポーツ・リーダーは皆のチームワークを高め楽しま
せるためにSpirit Week	を開催しています。今年も、Water Bottle Flip Challengeや	
Limboなどさまざまな楽しいことをしました。

MYP Swim Gala (7 Oct)
MYP	（６年生から１０年生まで）の学生は、Swim	Galaに向けて毎日頑張っています。こ
こでは、ゲームの勝敗もですが、スポーツマンシップやチームワークも磨かれるのです。
でも、残念！　雨が降ってしまいましたね。去年は、ヘイズだったのに！

Vertical Marathon (8 Oct)
高校部の学生たちが、KKホスピタルの病気の子供たちのためにボランティアで	vertical 
marathon, Climb for Rainbowsに参加します。集められたお金はKKホスピタルに寄
付されます。このような活動に参加して汗を流すって素晴らしいですね。	

MusicFest@SGH
今年ミドルの学生たちはMusicFest@SGHに参加しました。シンガポールジェネラル
ホスピタルで、患者の皆さんにパフォーマンスを見せました。ミュージカルの“Wicked”
と“to The Woods”からの、勢いのいい元気なパフォーマンスでした。

新入生のためのオリエンテーション

初めの日

MYP Coffee Morning

MYP Swim Gala

MusicFest@SGH



Enjoy this content? Tell your friends about it!

ISS International School

Elementary & Middle School Campus
25 Paterson Road, Singapore 238510
Tel: (+65) 6235 5844 | Fax: (+65) 6732 5701

High School Campus
21 Preston Road, Singapore 109355
Tel: (+65) 6475 4188 | Fax: (+65) 6273 7065

Educating To Make A Difference

Part of ISS Education Group

www.biss.com.cn
ISS is registered by the CPE
Reg. no: 201316975E
Reg. period: 16 June 2015 to 16 June 2019

Editorial Team: Chan Ching Oi (CEO) , Dr. Margaret Alvarez (Head of School), 
Luanne Tan (Director, Marketing), Faith Murrell (Executive, Marketing).

これからのイベント
11月 – 12月

高校部 Week Without Walls(WWW) 保護者への説明会 （１１月３日） 
２０１７年１月に、学生がどこへ何をしに行くのか、もっと知りましょう。
夕方に行われるWWWの説明会に参加しましょう。

中学部 Urgent Run （1１月５日）
中学部の生徒たちは、チャリティー（清潔なトイレをもっと増やすことが必要な国のため
に）として走ります。

新しい言語を学ぶということは： Home Coffee Morning （１１月８日）
子供達は、新しい言語を学んでいます。家庭でどんなことが手伝えるでしょうか。１１月８
日の Coffee Morning にお立ち寄りください。

中学部の Week Without Walls （１１月１４日−１８日）
中学部の生徒は、 サービスとアクションを伴う活動 Week Without Walls (WWW)
に出かけます。行き先はカンボジア、インドネシア、タイ、ベトナムです。.この旅を通して、意
義ある、現実的な、しかし原理的な経験を積みます。文化の多様性を経験し、今までとは
違う自分に出会うのです。 

IN Art Exhibition （１１月１６日〜１月１２日）
我が校のアートの才能ある学生たちが、彼らの作品を見せてくれます。 他の学校の学生
たちの作品も展示されます。開催期間中に、ぜひ学生たちの美しい作品を見に来てくだ
さい。入場は無料です。

ES Student-led Conferences & Book Fair （１１月１６日）
生徒たちが何を学校で学んでいるかを知るために、保護者の方をご招待致します。お子
様たちが皆さんをガイドし、教室や学校やいろいろな授業をお見せします。学生たちが一
学期の間にしたゲームもお見せします。 図書館でブックフェアをしておりますので、学生
の学校ツアーの前か後にぜひお立ち寄りください。

HS 灯火祭コンサート （１１月30日）
高校部の音楽を学ぶ学生が例年通り、星空の下でのコンサートを開きます。 

Rainbow Chairity Exhibition @ Ion （１２月１−１０日）
これはRainbow Centreのチャリティーです。がんの患者のために基金を募りま
す。今年は初めて、障害を持った子供たちのために行われます。高校部の学生たちが 
Rainbow Centreの子供たちと一緒に椅子を飾り付けて、オークションをします。 
The Rainbow Centre Chair-ity Project は、がんの患者のために始まったチャ
リティーです。 今年は、援助が必要な子供達のために、初めて行われます。学生たち
は、Rainbow Centre の学生とともにオークションのために椅子を飾ります。これらの
椅子は、Ion Orchard Shopping Centreに飾られます. お寄りになって、ご覧になって
ください。そしてもし気に入ったら、その椅子に値をつけてください。

ES Winter Concert （１２月９日）
小学部の生徒たちが、一学期の間に練習した成果を発表します。彼らの努力の結晶を楽
しみましょう。毎年すごい人気です。

Rainbow Chairity Exhibition

ES Student-led Conferences & Book Fair

ES Performing Arts Concert

HS 灯火祭コンサート

IN Art Exhibition

新しい言語を学ぶということは

中学部の Week Without Walls Trips

10Events to Look Forward To
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https://twitter.com/ISSsingapore
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