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Eニュースレターと2017-2018学年3学期の終了
を歓迎いたします。昨年の1月9日に始まって以
来、驚くほど忙しく楽しい学期でした。最も注目す
べきことは12年生の芸術展示会、小学校の三者
面談、小学校/中学校識字週間、そしてPTAフェ
スティバルでした。フェスティバルは、ISSのコミュ
ニティ全員が集まってゲームやショッピングを楽
しんでチャリティの収益を寄付する素晴らしい方
法でした。

ISSの戦略的な目標は、ISSインターナショナルス
クールにおける教育が「すべての学習者が成功
した個人になれるように育成します。自分たちに
訪れる機会と向き合うために成長の心得と起業
家的な情熱で人生を通過していく学習者」という
表現が含まれています。このような目標の序文を
読むことによって、この分野で現在までの成長を
振り返る機会を持つことができます。

生徒たちに起業家的な情熱を育てる一つの方法
は、革新やリスク – 甘受といった起業家精神の
属性と態度に集中することです。生徒が起業家的
な姿勢を称賛する心構えに共感するようにするこ
とで、生徒が革新家として成長するルートや、既

にあるチャンスや生徒が自ら作るチャンスを探索
するルートを提供します。このようにして開発され
た心構えは学校の多くの学年で観察することが
できます。

小学5年生たちは、「どのように自分自身を体系
化するか」という探求科目の全体的な評価のた
めに市の日（Market day）のイベントに着手しま
した。生徒たちは、自分たちがISSに供給できる
通貨やサービスを調査し、市の日に開く成功的な
マーケティングキャンペーンを制作するために協
力し合いました。生徒たちの小さなビジネスは、
環境次元の実習との取引の倫理に焦点を置きま
した。市の日の収益金は、生徒たちがチャリティ
団体を選んで寄付しました。これは小学生の起業
家的な姿勢を悟らせる絶好のチャンスでした。

中学校のMYPデザイン科目は、デジタルまたは
製品のデザインからの革新、リスク – 甘受、そし
てクリエイティブ（創造性）を培い育てる目的で
企画されました。生徒たちは今学期にいくつもの
様々なプロジェクトで革新とクリエイティブを見
せてくれました：6年生のリサイクルプラスチック
をISSの庭でコンテナとして使用;7年生のパチン
コ（Pachinko）ゲーム;8年生の伝統的な小説を
デジタル小説に変換。クリエイティブな過程と問
題解決がデザインだけでなくMYPのすべての科
目で明らかであることは意味がありません。この
ようにすることで、カリキュラムの全体にわたって
生徒たちを企業家的な姿勢に露出させます。

デザインの授業を受ける高校の9年生たちは、リ
サイクル材料を活用して持続可能なビジネスを
創り出すことに焦点を当てます。12年生のビジネ
スや経営科目の生徒たちはアレクサンドラ産業
団地（Alexandra Business Park）に所在する
Googleの本社を訪れ、まだ存在していない職業
を切り開くために、自分たちが開発するべき機能
の視野を広げる懇談会に出席しました。生徒た
ちの起業家的な姿勢を培うことができる真の学
習の機会が与えられました。

このニュースレターを通じて、ISSで培う起業家
的な姿勢についてもっと知ることができるだけで
なく、卒業生が共有する革新とリスク – 甘受に関
する話も聞くことができます！

皆さまにとって素晴らしい最終学期となることを
願っています！

シャーリン・スクルティック(Sharyn Skrtic)
小学校校長

 

マイクル・タイラー
中学校校長
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起業家精神を教えることができるか？
起業家（entrepreneur）とは、ビジネスを立ち上げて利益を追求するために財務的なリ
スクを甘受する人です（出典：Google）。起業家精神（entrepreneurship）は、伝統的
に新しいビジネスの企画や設立、運営（出典：ウィキペディア）と定義されますが、範囲
が広がり、今日の企業家的な姿勢（ES：entrepreneurial spirit）と似た意味を持ちます。

「起業家精神は、新しいビジネス企業の創造よりも広い意味を持ちます。」とペース大学
（Pace University）の経営臨床教授（clinical professor）兼起業家精神研究所長の
ブルース・バヘンハイマー（Bruce Bachenheimer）が述べたことがあります。「その核
心は心構え（mind-set）であり、思考や行動の方法です。問題を解決し、価値を生み出
す新しい方法を想像することです。また、事前に予想されるリスクを喜んで甘受すること
です。」

ランディ・ドゥアマイヤー （Randy Duermyer） によると（http://www.thebalance.
com/entrepreneur-what-is-an-entrepreneur-1794303）、起業家的な姿勢（ES）
を持つ人々は、別の視野から物事を考えて見つめるといった起業家的な姿勢を典型的
に定義する特別な性格の特性があるといいます。

起業家精神は、新し
いビジネス企業の創
造よりも広い意味を
持ちます。 その核心
は心構え（mind-set）
であり、思考や行動の
方法です。問題を解決
し、価値を生み出す新
しい方法を想像する
ことです。

9年生たちが、持続可能な計画がど
のようにシンガポールに恩恵を与え
るかを理解するためにNEWater処
理施設を訪問した時、持続可能な方
案に関するプロジェクト作業のアイ
デアを集めている。

生徒が模擬国連総会に参加して外交や国際関係を学び、現在の世界的な問題について深い理解を開発し、これらの問題を解決
するための提案書を作成している。

性格の特性 このような特性が起業家をどのように定義するのか？

情熱 取り組む内容に対する情熱/愛情と、取り組む過程でこれを楽しむ

独立的/革新的思考 枠から外れた思考

楽観主義 常に良い結果があるだろうという期待

自信 疑う気持ちを克服して、目標を達成する能力

知略ある問題解決士
問題と障害に妨げられずに、逆境にもかかわらず目標を達成するこ
とができる方法を模索

忍耐心/回復力 「決して諦めない」考え方、失敗という選択枝がない

ビジョン 自分を奮い立たせる明確な最終目標をもつ

集中力 絶えず行い目標を達成

行動優先的 願う通りに環境が動くのを待たずに、環境を動かす

ISSについて見る



3

これらの特性は、すべて芸術家や音楽家のように持って生まれた能力をいう
と思いますか？起業家精神を持つように教えることができますか？シリコンバ
レーのベンチャー投資家であるビクター・ウォン（Victor Hwang）のような
反対論者（nay-sayer）は、これは起業家的精神を培えるようにする『現実の
世界』の経験に関するものだといいます。「予想されない、前例のない、そして
計量化できないものを処理するためには、広範な個人的な経験のスペクトル

（spectrum）を持つ必要があります。」皆さんはこのようなことを教えることが
できません。

スタンフォード大学（Stanford University）とオレゴン大学（University of 
Oregon）の教授アンドリュー・ネルソン博士（Dr. Andrew Nelson）は別の見
方をしています。「非常に重要な教訓と構造を提示するいくつかの講義、『現実
の世界』の洞察力を提供するメディアクリップ（media clips）、そして学生が基
礎的な技法を実習できるようにする実務例を用いたアプローチを授業で採択
しました。例えば、一つの基本的な方法は、従来のビジネスと処理方法を観察し
て改善の余地がある状況を見つけることです。生徒を各自が選択した場所に送
ってその場を観察し、探しだした問題点を細かく書くようにさせました。学生た
ちは、問題が存在し、それに伴う機会があることをすぐに発見しました。」

起業家精神の教育は、様々な選択を提供するとき最も効果的です。したがって、
シミュレーション、ケース・スタディー、妥当性の調査、講義、討論、インタビュー、
現場実習やその他の活動などがコースに含まれます。

同じ理由から、起業家精神の教育が従来のコースに限らず、インターンシップ、
メンタリング関係、ワークショップ、セミナー、講演、その他外部の参加などを含
めたときに最善の結果を得ることができます。このように提供される様々な内容
は、学生と参加者を互いに別の方法で、また異なるレベルで起業家精神に集中
するようにし、教育の内容と形式は、学生の興味に合わせて行われます。

実務実習、現場探訪、シミュレーション、ケーススタディは、「探求（Unit of 
Inquiry）」の授業で教えてきたことを強固にするために、小学校で教師が採用
した方法の一部です。これは、自分のプロジェクトに関する新しいアイデアを開
発して学習を強化し、互いにつなぐことができるようにする真の経験を小学生
たちに提供します。 4年生の人体に関する展示会では、生徒たちは、人体がどの
ように相互に作用するのか、新しい理解を示す個々の探求、情報、モデルに関
する内容を共有します。 5年生の生徒たちは、自分たち独自の「市の日（Market 
Day）」を企画しました。このような実習プロジェクトを通じて、生徒は自分の小
さなビジネスを立ち上げ、公正な取引と環境的に持続可能な実習に焦点を置く
ことにより、起業家的な姿勢を練習する機会を持つことができます。これに先立
ち、教師の密接な指導の下、授業の中で議論と調査が行われます。

演劇とフランス語教師のレボン氏（Mr Lebon）は中学校の演劇の授業でこのよ
うに述べています。「生徒にインスピレーションを吹き込んで成果プロジェクト
の起点となるビジョンを作るために、ISSでの中学校のすべてのMYPドラマの
授業は、ドラマへの情熱を互いに共感するところから始まります。想像力を開発
するグループ活動やチーム単位のアプローチを通じて、各演劇プロジェクトは、
生徒が観客の前で最終公演を発表するまでに問題を解決し、弾力的なコミュニ
ケーションを通じて確信をもてるようにサポートすることを目的としてします。」
このように開発された弾力性的かつ確信的な特性は、公演のシナリオや演劇プ
ロジェクトだけに限られません。生徒たちが将来の経験に近づくにつれ、培わ
れた特性は生徒のスタンスの一部分になっていきます。「私は、特にシンガポー
ルで上演されるミュージカルに学生たちを連れて行きます。生徒たちがミュージ
カルで舞台に上がるときに実践的な側面を記録し、観察するようにします - 素
晴らしい公演場所、ミュージカルの楽譜、振り付けと特殊効果から俳優、監督、
プロデューサーの役割まで。教室に戻って生徒たちが観察したものや良かった
点、今後の改善することができる点について議論します。生徒はいつもこのよう
な点を改善して、自分の仕事に役立つようにする機会を探しています。これはま
た、観察からチャンスを模索して、それを通じて自分たちに利益をもたらす、価
値が付加された解決案を作り出すということを意味します！」

場探査は小学校のカリキュラムで多くの部
分を占めています。また、学生が「探求」の
科目で学ぶこと強化する真の実践経験を
提供しています。

蚊を媒介にしてジカ(Zika)ウイルスが私
たちに及ぼす影響

市の日は楽しいことがいっぱい！

ISSについて見る
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高校の教頭ハイワード氏（Mr. Hayward）は、自分の役割は生徒
が自分の行動は自分だけでなく、自分の周りの人たちに肯定的
な差別化を植えつけることを認識できるようにサポートすること
にあると考えています。「生徒が与えられた状況の中から機会を
認知して発見するように促すことは学校で体験できる貴重な価
値があります。これは生徒に起業家的な姿勢を作ります。」彼は高
校の学生委員会を担当しています。「私は生徒たちが他人のため
に奉仕できる機会を探索して発見するように指導し、自分たちが
計画したプロジェクトを進めるようサポートします。私たちは、定
期的にグループで集まりますが、主に生徒たちが議論と協力を導
いていきます。生徒たちが議論したり計画する活動には、通常、他
人に対する奉仕が含まれます： 感謝の日（appreciation days）
、祝賀イベント、そしてストレスをを吹き飛ばす活動を通じて生徒
たちに何をしろというように指示をだしません。適切なケースとし
て、昨年チャリティ・ランに学生たちを参加させましたが、計画す
る上で学生会が主導的な役割をしたのです。単にこのようなチャ
リティ・ランを知らせることにとどまらず、申込みからスポンサー
の形式、プランナー登録を企画して参加する学生の利便性を高
めました。体験は完全に近づき、最終的には問題に対処する自然
な方法を習んでいきます。学生たちは、直面する課題に対して価
値を付加し、より多くの機会を生み出す観点から問題を見るよう
になるでしょう！」

上級生のマイリ・フロラ（Mhairie Flor）は、地元の産業体で人事
支援部署（the human resource department）の「学びと開発

（learning and development）」チームでインターンとして働
く機会がありました。彼女は、心理学と社会的学習理論が職員の
教育を向上させるのに貢献する役割は何かと考え、その会社の
学習に関して議論するために開発責任者に連絡したのです。「私
は、私の理論を会社で実験しようと考え、許可を願いました。そし
て4ヶ月のインターンシップを受けました。その後、職員に調査ア
ンケートを送り、回収した回答をもとに社会的学習理論を職員の
教育に適用したとき、職員たちの集中力を高め、学習過程を加速
することにより、雇用主が教育で積み上げた新しい知識を確保す
るのに役立つことが確認されました。現在この会社は、私が発見

した内容と提案を採用していると知ってとても興奮しました。会
社に有益な差別性を作り出したとことが嬉しいです。」これは、マ
イリ・フロラの起業家的な姿勢、情熱、ビジョン、根気、革新的な思
考と決意が会社の学習と開発目標に大きく貢献した、付加価値
のプロジェクトを作りだした素晴らしいケースです。「このような
企業家的な姿勢を私に培わせるためにサポートしてくださった先
生方に感謝します。先生たちはいつもあきらめずに自分の可能性
を信じ、計画した目標を追求し達成するよう指導してくれました。
」

高校のデザイン教師であるヴラッド氏（Ms Vlad）は起業家的な
姿勢を持った学生が社会でより成功できると確信しています。彼
女にとっての企業家的な姿勢は、「できる（can-do）」という姿勢
に現れています。このような姿勢は、挑戦やチャンスに直面した
ときにクリエイティブな方法を探すように働きます。彼女のこうし
た姿勢を授業中にとても頻繁に目にします。9年生の授業で拡張
現実（augmented reality（AR））に関するプロジェクトを引用し
ます。「私の生徒たちは、オープンソースのアプリ（open source 
application（app））を使ってARクリップを作成する課題を与え

ミュージカルで直接舞台に上がってみた経験を通じて、自分たち
の演劇制作プロジェクトに関する新しいアイデアを開発する成果
を得ることができます。

生徒たちのチャリティ・ラン

ISSについて見る
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られました。生徒たちは今までこのようなプロジェクトを手掛けたことがなかっ
たので、プロジェクトを始めるとき彼らは明らかに不安そうでした。 しかし、この
アプリを使ってクリップを作成する方法を説明していくつか例を見せて指導し
たところ、学生たちはISSで数年かけて学んだ技術と知識から得た経験に、新し
く習得した機能を非常にすばやく統合したのです。そして、その結果は驚くべき
ものでした。生徒たちは非常に革新的で工夫するのがとても上手です。」補助バ
ッテリーとして2倍の効果をもつ太陽電池ネックレスを選んでARクリップを開
発したグレイソン（Grayson）という生徒がいます。彼は、装飾された小さなポリ
マー（polymers）をどのようにネックレスのバンド「スナップ式（snap-on）」に
装着させることができるのか見せてくれました。。「若い生徒たちの多くがネック
レスを身に着けています。そのため、ネックレスを持続可能なエネルギー手段
として切り替えて携帯電話の電源として使用できるなら理想的でしょう。「スナッ
プ式」バンドはもっと便利にネックレスを着用できるように、特に普段は携帯電
話を片手で使用するので、もう一方の手でネックレスを着用しやすくなっていま
す！」

グレイソン（Grayson）の作品は、このような新しい技術を適用して採用するだ
けでなく、革新的かつ現実を超えたアイデアを見せてくれましたし、ここから情
熱を垣間見ることができます。この発明が実際に開発される場合、実現できる
価値の付加と利便性を想像してみてください。これは、真の起業家的な姿勢を
証明したものです！」ヴラド（Ms Vlad）は興奮を抑える間もなく言いました。

生徒たちが起業家的な姿勢を開発しやすいように、ヴラド氏（Ms Vlad）は、他
の活動から講義、ディスカッション、現場体験、ケーススタディ、現場実習を1つ
にまとめました。「これは、学生たちが関連性、疑問そして可能性の「夢」を導き
出せるように刺激します。最も重要なことは、私が作る学習環境は、生徒たちを
一番刺激できることを中心に置いている点です。常に「生徒は何を探求しようと
するのか？生徒は学校の外で何に興味を持つのか？いくつかの技術的なアプ
リやウェブサイトを使用したいのか？問題のどの部分が性とにとって最も重要
なのかを中心に授業を計画します。」これにより生徒たちは、「適した」答えの方
向に指導されるときよりもはるかに主体的になり、自分のアイデアや成果の内
容に主人意識を持つようになります。これは、より挑戦的で、時には進行が遅れ
ることもありますが、もっと大きな企業家的能力を育てることができます。」

ヴラド氏（Ms Vlad）は、地域内のグーグル（Google）のオフィスの現場探訪
を例にあげてみます。「情報技術産業では、Googleの名声と位置を考慮して
Googleを選択しました。私の目標は単純でなものでした。これらの探訪を通し
て生徒たちが考え、クリエイティブになり、そして、Googleが巨大企業としてど
のように機能するのか洞察力を持つようになることを願いました。生徒たちが
Googleで見たことを自分の人生の目標に適用することを願ったのです。」彼ら
はそのようにしました。彼女の教え子であるタリッシュ（Tarish）は、Googleの従
業員維持戦略に感銘を受けました。Googleは非常に簡潔でありながら、様々
な組織の構造をしています。Googleは、その作業量にもかかわらず、従業員た
ちはGoogleで働くことに幸せを感じています。なぜでしょうか？従業員のアイ
デアに耳を傾け、従業員にはGoogleスイート（Google suite）のサービスや機
能に関する製品開発に同等の立場で参加する機会が与えられます。従業員の
グレードアップと満足につながる尊重の文化を感じることができます。私が企
業家になって会社を所有することになったら、尊敬の文化を高めて定着させる
つもりです。従業員が優秀な成果を上げて、従業員が仕事を続けていけるよう
に、従業員の福祉を優先させていきたいと思います。」

ISSでは、非常に若い年齢から起業家的な姿勢の存在を信じて、これを培って
います。これにより、生徒のニーズや興味に合ったさまざまなルートから有利な
ものを導入します。新製品や新サービスを提供するビジネス事業主や、これを
積極的に信頼してより多くの地域社会に価値を提供する社会的企業家。ISSで
学んだ起業家的な姿勢を充分に発揮して新しいチャンスを生み出し、価値を提
供します。また、自分の可能性を最大まで実現して達成感を感じ、自分の興味の
あることを追求する旅路を楽しむことが核心的な目的です。

ポリマークリップを用いて革新的なネックレス
を製作

生徒が関連性、疑問そして可能性の「夢」を導き
出すように刺激するために、生徒が探求しようと
することを中心に、常に授業を計画します。

グーグルの訪問は、従業員たちが続けて勤務でき
るための新しいアイデアを生み出しました！

ISSについて見る
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ある日の朝、中学校の周辺に王、騎士、娘、将軍（Shoguns）、そして奴隷が潜んでいるのが
目撃されました。彼らは中世の生活に関する多くの話を知っていただけではなく、1066年
にフランスから来たノルマン族（Normans）がイギリスを占領した時に起こったヘイスティ
ングズの戦い（Battle of Hasting）を再現した公演を準備しました。

中学校で毎年恒例の中世展示会や博覧会が開かれました。生徒たちは自分が選んだ中世
の人物に扮して登場し、ポスターや冊子、人工物/支柱そして学習活動という形で自分たち
が学んだことを発表しました。

「中世の時代の日本のお城で見られる防御システムを観察しました。日本とISS図書館で
借りた本だけでなく、ネットでも情報を調べて活用しました。こうして展示物と相互活動を
製作し、テーマを事実をもとにしたコンセプトと議論すべき観点から説明するプレゼンテー
ションを作りました。どうしたらより良い調査ができるのか学べたので興味深い経験でした
し、紹介する時も確信をもってできました！」 - アヤノ（Ayano）

これは中世博覧会で生徒たちが企画したものの中で、とても興味深い展示物といえます。
非常に多様なテーマが展示されました。その当時、人々の生計を支えたシルクロード（Silk 
Road）の重要性（できる前と後）、その時代の英雄、処刑方法、典型的な農村の家を作るの
に使われていた材料は、その時代の食事の形態と調理などと同じテーマです。

中世博覧会は、生徒たちが学んできたことを発表する素晴らしい公開イベントです。生徒た
ちは計画して評価し、考えました。そして、いろんな視点から自分のテーマを検討しました！
わが校の生徒たちに学習を通して独立心を植えつけ、自分たちが成し遂げた結果に責任
をもつように導きました。本当に自律的な展覧会でした！

ミドルズスクール中世博覧会

王、騎士、娘、奴隷

保護者- 教師/生徒で導く/三者面談は、小学校、中学校、高校の全ての課程で行われます。
この会議を通じて保護者、教師、生徒が向き合い、1人1人の生徒の習熟度を討議するため
に、開かれた対話の場を提供します。生徒は年間の課程において、自分の成果を親や指導
の先生と共有を繰り返し、同時に教師は生徒指導の経験や教師の目標、そして生徒が目標
を達成するためにできる役割とは何かアドバイスを共有します。

「私の息子は授業中に何に楽しさを感じ、したいことが何なのか表現することができます。
これはまさに生気を吹き込んだ経験です。私にとって信じられないほどの喜びでした。特
に、私の息子が自分の考えを持つようになって「耳を傾ける」年齢だからです。今日の先生と
の出会いは、本当に貴重な時間となりました。」とISSの親のアノマ（Anoma）が言いました。

生徒が自分の学習計画を設定できるように導くことがISS教育環境の重要な実行方針です。
これは、教師と保護者がサポートすることにより、生徒がより学業に専念して自分の目標を
達成することができるようにするためです。

保護者-教師/生徒で導く/三者
面談（3 Way Conferences)

生徒が教師と保護者と一緒に学習
の目標について話をしています。

中世の伝統的な食べ物です

三者面談の時間

ジャンヌ・ダルクを熱演中 
(Joan of Arc)!

シルクロードは境域の経路と
文化の統合のために大きな役
割を果たしました。

学生たちの成就と貢献
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学生 – 芸術家としての可能性を実現しようという目的で、ISSインターナショナルスクー
ルの上級生たちはほぼ2年間にわたり視覚芸術分野で機能、技術、クリエイティブなアイ
デア、批判的思考、書く能力による意思伝達と概念的知識を開発してきました。 この生徒
たちは、ハリマ（Halima）、フン - ユアン（Hung-Yuan（Chris）、モン（Mon）、モエ（Moe）
、ロチオ（Rocío）、ジン（Jing（Cindy））、真理子（Mariko）です。彼らはIBディプロマプロ
グラムの完了および芸術家としての発展を祝う席で、最後の視覚芸術展を開きました。

展示タイトル「開始から完了まで（Start fo Finsh）」は、ディプロマプログラムの芸術コー
スのいくつかの重要な側面を表現しています。まず、芸術作品を創り出す複雑なプロセ
スは、より良い結果を通じてレベルの高い作品を完成させるためにリスク – 甘受に加え
て失敗の繰り返し - そして何度も再出発が必要となります。 開始、再開、再開、そしてまた
再開と、芸術は創造の過程で続ける反復的な試みです。上の7人の学生は、失敗を恐れ
ない熟練した冒険家として成長しました。彼らは「開始」の専門家です。

二番目に、展示会には生徒の作品の中で最も優れた作品が展示されます。生徒たちは、
単に「開始」だけでは十分ではないことを知っています。芸術 – 作業は探求、思考や意思
決定を続ける過程です。展覧会の最も優れた作品は、最良の結果を算出するために、絶
えず自分の作品を検討して精製する学生の能力が表れています。「完了」は、速く簡単に
なせるものではありません。

最後に、「開始から完了」は7人の上級生がIBディプロマプログラムの厳格な要件を成
功的に完了していく過程で優秀な成果を収めたことを意味します。知識論（Theory of 
Knowledge）とともに最終的な芸術作品の展示会に対する評価は、ISSの生徒たちが
完了する最も早い「テスト」の1つです。したがって、展示はディプロマを獲得するために
必要なすべての要件を完了する過程における出発点を表しています。

友人、家族、先生たち、教職員、同僚、そして地域社会と7人の学生による素晴らしい展示
会でした。

ラルー(Ms Larue)は、生徒の作品
と努力をとても誇りに思いました。

自分の作品に与えられたインス
ピレーションを説明する

色がどうに混じり合うのか知りたくて、
フレッツ(flet)の素材の上にこの絵を
描きました。

ハリー・ポッタ ー ( “ H a r r y 
Potter”)からヒントを得ました。

ディプロマプログラムでの芸術

12年生の作品展示会

学生たちの成就と貢献
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識字学習は人生において絶対不可欠なもので、学問の枠を超える技術を開発させます。
識字週間はISSの識字学習を祝う時間です。いろんな識字関連の活動に熱中する生徒
たちと一緒に学校の識字学習を共有し、祝おうとするものです。これは、学校の内外で毎
日動作している重要なコミュニケーションスキルを向上させ、開発します。

今年の識字週間での活動には、保護者の推理小説の読者、図書館で読書の時間を通
じた小学生と中学生のリンク、本の主人公パレード、母国語を読む時間、本の製作、
インスピレーションを与える著者の訪問がありました。学生活動リーダーシップチーム

（Student Action Leadership Team）との本交換企画のようなグローバル市民精神
を育む機会も今年の活動に取り入れました。

化石発見者シリーズの著者との楽
しい時間

本を交換した後、さっそく読書タイム！

どの本にしようかな？

著述に対する理解

母国語を読む時間

パターソンキャンパスの認字週間(Literacy Week)

本の主人公を描いてみよう

ISS 認字週間に、『マベルのシンガポールへのお引っ越し』の著者フルー
ル (Fleur)との読書タイム

恐竜の骨を見たことがあるかい？

学生たちの成就と貢献
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ISS共同体が与えてくれた時間と努力、そして財政的なサポートがなかったら、毎年
恒例のPTAフェスティバルは成功できなかったでしょう。シンガポールフードバンク

（Singapore Foodbank）とソクサバイ（Sok Sabay）は学校の行事から収益を得るチ
ャリティ団体です。チャリティ・ランで集まった募金は、PTAの慈善寄付に使用されます。

ISSのメンバーは皆、家族の祭りの日に役割があります。小学校と中学校では、生徒が自
ら計画して実行したゲームを通して自分の想像力を披露しました。また、中学生は洗車
して汗を流しました！高校生は、巧みに焼いたバーベキューを皆にふるまいました。自家
製のマフィン、カップケーキ、ドーナツ、エッグタルト（egg tarts）、クッキーなども出して、
甘い食べ物が好きな人たちは皆楽しく過ごしました。

才能豊かな高校生による伝統的なライオンダンス、ライブミュージック（live music）、ダ
ンクタンク（dunk tank）、バウンシーキャッスル（bouncy castle）が笑いを与え、シンガ
ポールを代表する味のドリアン（durian）、あんこ、甘いトウモロコシのように現地で好ま
れる味のアイスクリームカート（ice cream cart）もありました。

皆さんとまたお会えいできることを楽しみにしています！常にそうだったように、PTAは、
私たちのコミュニティからの莫大なサポートに心から感謝いたします。ありがとうござい
ました。

2018年度 PTAフェスティバル

楽しい1日を準備してくださったPTAに心より感謝いたします。

テイラーのダンクシュートは興味深い
ですね！

ダンシング・ライオンズ（踊るライオ
ン）からISSに願います。

中古の書籍やおもちゃを販売し、
収益金は慈善活動に使われます。

当校の高校生たちが世界の料理を提
供しています。

ジャンピングハウスで楽しむ人々

主な行事
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私たちの国際的なコミュニティと教師、生徒全員で、全学年を対象にした活気にあふれ
た興味深い様々なイベントとともに戌年を案内いたします。

楽しいイベントが満載の華やかな祭りとライオンダンスに加えて、生徒たちは学習環境
で様々な意味のある方法で祭りをエンジョイしました。

ある小学校の生徒たちは春の到来を象徴する桜の花を描き、またある生徒は紙のライ
トを製作しました。伝統的な中国の楽器を使ってラップソング（rap song）を演奏してお
祝いしたりしました。中学生たちは、有名な中国の新年の挨拶を書道によって二行詩を
完成させました。高校では、洗練された楽しい中国のシンボルで廊下を飾りつけ、色彩
やお祭りの雰囲気を盛り上げました。

また、生徒たちは、踊りと歌でお祝いしました。朝会の時間に仲間のために公演する機会
をもちました。中学生たちは、アジアの他国で暮らす中国人たちがどのように旧正月を祝
うのか学びました。また、祭りの期間中に消費する数種類の特別な食べ物に対する理解
を高めることができました。また、生徒たちは、春の季節からインスピレーションを受け
て唄った様々な詩を楽しみました！

「中国の旧正月を単に中国のお祭りに過ぎないと思っていましたが、今では中国の旧
正月は中国人のための重要で必要不可欠な祭りだと思うようになりました。また、中国の
旧正月は全世界の人々ためのお祭りだと思います。」 -  ISSの生徒コウジ（Koji）は言い
ました。

多くのお祝いとともに戌年をご案内！ 

可愛い桜の花を描いている。

楽しい中国の旧正月

「私たちが作った紙のライトが犬年
を明るく照らしてくれるのよ。」

みんなで楽しむ中国の旧正月

中国の伝統楽器を使って中国のラッ
プ音楽を演奏中

「新年明けましておめでとうござい
ます。」とご挨拶！

主な行事



私は1991年にISSに入学し、1993年に卒業しました。

ISSで最も楽しかった思い出は、本当に素晴らしいクラスメートと学
校の友達、そしてこれに劣らない立派な先生に出会えたことです。ク
ラスメートと学校の友達のほとんどは、一生を共にする友人になりま
したし、今でも深い親交を続けています。少なくとも60カ国以上の学
生がいたので、人、文化、言語、世界を全体的に幅広く理解すること
ができるようになりました。

私はスタンホール（Mr. Stan Hall）、アイダン・キャンベル（Mr. Aidan 
Campbell）、ポール・ マカッチョン（Mr. Paul McCutcheon）先
生のクラスで勉強しました。先生方は愉快なだけでなく、深い思い
やりをもった先生たちでした。シェリル・ラウドニュー（Mrs. Cheryl 
Roudnew）、デビッド・ソーデン（Mr. David Sowden）、ジェーン・
ウォーターワース（Mrs. Jayne Waterworth）、エディ・ケンプ（Mr. 
Eddie Kemp）、ダン・ダヴ（Mr. Dan Dobbe）、ラリー・ゴ－リー

（Mr. Larry Gourley）、デビッド・パップリル（Mr. David Papprill）
、シェーン・モリス（Mr. Shane Morris）、アン・ラブリー（Mrs. Anne 
Rabley）、サイモン・スクーンズ（Mr. Simon Scoones）、ジャニス・
キャッスルベリー（ Mrs. Janice Castleberry）、コリーン・タン（Mrs. 
Colleen Tan）、ディアン・ホールデン（Mrs. Dianne Holden）、ウォ
ルター・モッシュ（Mr. Walter Mosch）のような先生たちと同様、こ
の3人の先生は私たちを担当してくださった素晴らしい先生でした。
事実、ISSの先生たちは皆（1人1人挙げて語るにはあまりにも多い）
全体的に優しく思いやりのある方々でした。校長先生のアルバレツ

（Mrs. Alvarez）先生は本当に優れた教育カウンセラーで、職員室

のメアリー・バーゲンサー（Mrs. Mary Bergenser）、アイリーン・ス
ー（Irene Soo）、サリー・プーン（Sally Poon）も他の先生たちと同様
に、常にサポートしてくれました。 ISSがなぜ偉大なのか、それはまさ
にこの方たちに理由があります。この方たちのおかげで何かを期待し
て毎日学校に通いました。これが差別化でした。

3つの国の3つの学校に通った後にISSで3年以上過ごすことができ
たのは私にとって大きな幸運でしたし、学生時代で最も貴重な時間
でした。ISSで過ごした期間に私が進んでいく大きな旅路（大学、就
職、人生全般）に備えてしっかりと準備することができました。ISSで
の時間は「革新的なきっかけ（game changer）」でした。

ISSは、真の人生の技量と他人への思いやりを教えてくれました。動
機を与え、きちんと勉強できるように熱心にサポートしてくださった
優しい先生たちがいたことも、本当に大きな祝福でした。教科課程も
起業家精神を形成するのに役立ったと感じましたし、そのおかげで
私を含む多くの仲間たちが今日起業家になることができました。

また、ISSではバスケットボールも学ぶことができました。今年で43
歳になりますが、バスケットボールの試合にも出場しています。オー
ストラリアのアジアマスターズゲームズ（the Pan Pacific Masters 
Games）にスリランカ代表選手として出場し、私が所属する40歳-45
歳（年齢別グループ）チームが銅メダルを獲得しました。スリランカ
人の小さい背を考えても、これは驚くべき結果です！私のバスケット
ボールの実力は、素晴らしいISSのコーチとタジュル（Tajul）、そして
ISSバスケットボールチームのチームメイトのおかげでした！

ルアン・ダヤナンダ   
(Ruan Dayananda)
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Neque porro quisquam est 
qui dolorem ipsum quia

ルアン（Ruan）は、オーストラリアで開催さ
れたアジアマスターズゲームズ（バスケット
ボール）でスリランカ代表として出場し、彼
のチームは銅メダルを獲得しました！

本校の卒業生

卒業生を全世界に輩出してお
り、ISS国際学校共同体で重要
な役割をしています。今後のネ
ットワークイベント、専門家の
講演、年次同窓会や対話の場
のような校内行事に卒業生を
特別に招待する予定です。

ISSの卒業生

卒業生が生涯学習の旅で何を達成し、ISSでの生活が現在どのような影響を及ぼしているのかを聞きたい
と思います。フェイスブックに登録して、卒業生の最新のニュースやイベントをご覧ください。

www.facebook.com/groups/isssgalumni/

https://www.facebook.com/groups/isssgalumni/
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学校の活動  
1月 – 3月

10年生たちがさまざまな DP科目について調
べている。

8年生の保護者たちに高校を紹介して
いる

12年生の芸術展示会

高校12年生による美術展示会（1月29日～2月2日）

12年生たちが展示した作品はどれも驚く出来栄えで、楽しい気持ちで作品の
背後にあるアイデアやインスピレーションを感じました。

8年生の保護者のための高校生活の紹介！（1月26日）

新学期に8年生になる子どもを持つISSの保護者たちに、ISS高校や子供たち
が高校で何を期待できるかご紹介しました

三者面談（2月23日）

教師 – 保護者 - 生徒が互いに向き合い、生徒の習熟度について議論する開
かれた対話の時間を持ちました。教師は生徒1人1人が授業でしたものの事
例、生徒の学習目標、そして生徒が目標を達成できるようサポートする上で、
皆がどんな役割をすることができるかアドバイスを共有しました。これによっ
て、生徒が自分の学習の方向を自ら設計するように導く自律性を体験できた、
有意義な時間でした。

10年生ディプロマプログラム見学日（Taster Day）  
（1月16日）

10年生たちがディプロマプログラム（DP）の授業に参加して、さまざまなDP科
目について質問する時間を持ちました。この時間は、生徒たちが新学期に科目
を選択するのに役立ちます

教師－保護者－生徒の三者面談

小学校+中学校識字週間（2月26日～3月2日）

小学校と中学校の識字週間は著者訪問、中学生たちの母国語リーディングタ
イム、図書館でのお話しタイム、本の主人公パレードを含めて楽しい活動が盛
りだくさんでした！

PTAフェスティバル（2月25日）

PTAフェスティバルは特別で楽しいものでした！一つの共同体として一緒に時
間を過ごし、楽しいゲームがいっぱいで充実した1日でした。PTAに感謝して
います！

PTAフェスティバルで ジャンピングハウス
(Bouncy Castle)

小学校＋中学校の識字週間、著者訪問

過去の行事
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9-11年生の保護者/ガーディアン-教師の
三者面談

高校ディプロマ（卒業）コンサート

自分の才能を披露する中学生たち

中学校タレントショー（Talent Show）（3月8日、3月9日）

演劇部と演劇ECAの生徒が寸劇公演を行いました。この公演で、典型的な10
代の若者たちの感情、歓喜、悩みや生活を感じることができました

高校卒業コンサート（3月2日）

エスプラネード（Esplanade）図書館で開催されたディプロマプログラム
（DP）音楽を専攻した生徒たちの幻想的な公演を楽しみました。

中学校スピリット（Spirit）週間（3月12日～3月16日）

陸上大会（Track & Field Day）を控え、中学生たちが自分の家族のためにポ
イントを獲得しました。また、友情を築くためにスピリット週間の間、様々な競
技に出場して競い合いました。

9 - 11年生の保護者/ガーディアン - 教師の三者面談 
（2月28日）

保護者と生徒が先生と向き合い、生徒の習熟度と残りの期間に期待すること
について話しました。

スピリット週間の間、チーム競技を通じてチ
ーム精神を築く

中学校+高校の陸上大会（Track & Field Day）（3月16日）

中学生と高校生がいろんな陸上競技に参加しました。

12年生保護者/ガーディアン - 教師の三者面談（3月14日）

保護者と生徒が先生と一緒に、生徒の習熟の状況と残りの期間に期待するこ
とについて話しました。

12年生の保護者/ガーディアン－教師の三者
面談(PTC)

勝利に向かってよーいドン！

過去の行事
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期待の行事
3月から4月

中学校スチーム週間

小学校＋中学校で開かれる本の博覧会

中学校スチーム（STEAM）週間 （4月9日～4月13日）

中学生たちが科学、技術、エンジニアリング、芸術や数学などの互いに異なる
分野を探求し、関連の活動に参加できる機会を与えています。

小学校+中学校での本の博覧会（4月17日）

今までもそうだったように、本の博覧会は、生徒と保護者が自分たちの書斎に
本を増やすことができる絶好の機会です！

PYP展覧会（4月14日～4月25日）

PYPの生徒たちが今まで作りあげてきたプロジェクトを発表します。教師と保
護者がPYPの生徒から何か新しいことを学ぶことを期待します！

MYP情報の夜（4月25日）

保護者たちが幾つかのモーニングコーヒーの集会に参加して、子供が学校で
何を学んでいるのか、家庭で子どもの学習をどうサポートしたらよいのか学び
ます。

PYP展示会

MYP情報の夜

今後の行事
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シンガポール周辺のこれからの行事
皆さん、こんにちは！お子さま連れやISSのご家族と一緒にグループで参加できる
行事や意味深い活動などがあります。

シンガポール自然保護区 - 公園とシンガポール動物園のキッズワールド
（Kidsworld） 

水遊びできる遊具広場でジャブジャブと楽しい時間。他にも農場の庭で飼っている動物にふ
れあい、ポニー乗馬や野生動物メリーゴーランドまで。子どもたちの好奇心と冒険心を満たせ
るスポットです。

入場券が必要なものもあります。詳細はウェブサイトをご覧ください。（https://www.wrs.
com.sg/en/singapore-zoo/explore-singapore-zoo/activities/for-kids.html）

野生動物メリーゴーランド、カンポンハウス（Kampung House）、飼育士との出会い、動物シ
ョー、水遊び広場などは無料で入場できます。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ（Gardens by the Bay） - 幻想の世界 
多彩な幻想の世界が広がる魔法の庭園に入るときに、心の奥深くに残る子どもの頃の記憶
を思い浮かべてみましょう！トリック、マジック、宇宙空間、太陽、冒険そして恐竜がいる色と
りどりの世界からインスピレーションを受けた音楽にうっとりしてきます。奇抜なスタイルの
ガーデン・ラプソディ（Garden Rhapsody）は、人魚姫（Little Mermaid）とピノキオなどの
映画に使われた特別な音楽演奏が特徴で、シンガポールの音楽グループ「サム・ウィローズ

（Sam Willows）」のメンバー、ベンジャミン（Benjamin）とナレル・ケン（Narelle Kheng）、
カイターニャ・タン（Caitanya Tan）が演奏します。

ガーデンズ（Gardens）のスーパーツリーグローブ（SUPERTREE GROVE）で毎日夕方に
開かれます。

シンガポールの行事にお子さまやお子さまのクラスメートたちと一緒に来て、貴重な時間を
お過ごしください。

Singapore Zoo @ Mandai Lake Road

9:00 AM - 6.00 PM (Daily)

https://www.wrs.com.sg/en/singapore-zoo/explore-singapore-zoo/activities/for-kids.html

Gardens by the Bay @ 18 Marina Gardens Drive

1st March - 15th April 2018, 7.45pm & 8.45pm (Daily)

http://www.gardensbythebay.com.sg/en/whats-on/calendar-of-events/garden-rhapsody-light-show.html

シンガポールの あれこれ


