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マーガレット・アルバレズ
校長
ISS家族の皆さん
新しい学年を迎えました。今回号はつい先日に
開かれた学年末の幾つかの行事だけでなく、新
しい学年の第一週目に行われた行事を取り扱っ
ているため、2017-2018学年と2018-2019学年
に渡っています。
2018年の卒業生がIB ディプロマ試験で合格率
100% を成し遂げたというニュースで今学年度
が始まりました。
このような結果は、世界平均78%
とシンガポールの他のIB ディプロマ学校の結果
をはるかに超えた位置へと学校を導きました。
こ
れは、本校の包容哲学とプログラムの水準、生徒
の根気と辛い学業、そして教師たちの献身と経
験の上で成功した証拠です。すべての2018年度
のすべての生徒が成し遂げた証しであり、翌月に
大学に進学するか、軍隊に行くか、ギャップイヤ
ー(gap year)に入るため、今後の幸運を祈りま
す。
多くの新入生と共に今学年が始まりました。先生
方は新入生とご家族の方々が学校に適応し、
プ
ログラムを勉強し、細やかで包容的、自律的な
ISS
の文化を理解できるようにサポートするた
め、多忙な日々を送っています。
今学年のテーマは「多様性を祝う
（Celebrating
our Diversity）」です。このテーマは、
「積極
的 なグローバ ル 市 民 精 神（ Ac t i ve G l o b a l
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スタッフを知る：
小学部の校長先生(臨時)にお会
いしました：エリザベス・ロードウィ
ック(Ms. Elizabeth Loadwick)
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学生たちの成就と貢献：
MusicFest@SGH
職業の世界における経験
独創性にあふれたキャンパス
小学部の水泳ガーラ(祭り)
実践するボランティア2日目
12年生の生徒たちが電子廃棄
物を通じて得た効果！
皆さんは100% 私たちの誇り
です！
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本校の卒業生:
私は川ソフィア・ブスタマンテ
(Sophia Bustamante)
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主な行事：
8年生送別会
2018 サマースクール
#ISSCelebrates
新学期久しぶりに会えてうれ
しい！
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過去の行事:

Citizenship）」に焦点を置いた昨年から続いて
いるものです。ISS研究チーム - 教育設計チーム
- このような重点事項のために努力しています。
現在、私たちのチームは、次のような一連のアク
ションプラン（action plan）
を準備するために奔
走します：
• 幼稚園から12学年までの生徒が参加するボラ
ンティア、活動、創造性プロジェクトで認められ
る追加的な機会を提供。
• 学生の理解力と深度のある水準でグローバル
市民精神スキルを適用する能力を開発：そし
て
ISSコミュニティのすべてのメンバーが私たちの
多様性をお祝いするプログラムや行事に参加す
ることができる追加的な機会を提供
進行状況はその都度お知らせいたします。
今年、
ブログ（blog）
を改編して小学部、中学部、
高校部のブログの代わりに学校全体の週刊ブロ
グを立ち上げました。各ブログは学校全体の行
事や情報を写す簡略なブログで始まります。賑や
かな学校で起こる出来事を祝う機会を皆さんに
このような方法で提供していきたいと思います。
素晴らしい学年になることを願います。
マーガレット・アルバレズ博士
(Margaret Alvarez (Dr.))

強力な教育戦略と成功的な卒業
生の間にはどんな関係がありま
すか？

学校の活動
6月 – 8月

19

今後の行事:
今後のイベント
9月 – 10月
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包容的な実践が教育哲学をリードします – すべての生徒は教育を受ける権利があります。

強力な教育戦略と成功的な卒業生の間にはどん
な関係がありますか？
「能力の差は非常に明確です。生徒のジャーナルや考えを聞いてみると、長年ISSで過ごした生
徒とそうでない生徒では差があります。
ただ、過程や経験を噴出するのではなく、
より多くの分析
と思考をします。高等部の芸術教師ジュディス・ラルエ(Ms. Judith Larue)は語ります。
どうやって教育環境を支配するインターナショナルスクールの教育システムが真のグローバル市
民 – 社会に貢献する準備ができ、
より達成感を感じて成功、成熟、幸福、公正、正直な個人- として
学校を卒業して社会に出ていける生徒として育成しますか？
ISSインターナショナルスクールの生徒たちは50カ国から来ており、それぞれ異なる価値と思考、
能力、他のカリキュラムをもつ母国語の上手な生徒という様々なメンバーで構成されています。生
徒たちに入学当時に存在していた差は、12年生を終えて卒業するまでにはっきり減り、未来のグ
ローバル市民として生徒を準備させる言語スキル、能力、価値、思考を持って学校を卒業します。
IBの結果と卒業生が進学する大学がその証拠です。過去8年間、生徒はIBの点数は40点～44
点、平均点は33点を達成しました。
これは世界の平均点である29点をはるかに上回る点でした！
合格率は常に91％～100％の間をキープしています。卒業生は、現在ロンドン大学（University
College London）
、
ロンドン・インペリアルカレッジ（Imperial College London）
、
ロンドン経
済大学（London School of Economics）
、エジンバラ大学（University of Edinburgh、
ジョ
ンズ・ホプキンズ大学（Johns

Hopkins）
、バークレー校（Berkeley）
、
トロント大学（University

of Toronto）
、マギル大学（McGill University）
、大阪大学（University of Osaka）
、香港大学
（University of Hong Kong）など世界有数の大学に通っています。

a) 差別化された学習アプローチ法を用いる包容的な学校
成功した卒業生に育成するキーポイントは、生徒一人一人に合わせて学習にアプローチする包
容的な教育哲学にあります。ISS 代表のマーガレット・アルバレズ(Dr. Margaret Alvarez)は、
「ISSは包容的な学校です。」
と語ります。
「これは、私たちの学習環境は包容哲学を実践している
ということを意味しています。
」 - すべての生徒には言語と能力に関係なく教育を受ける機会が

過去8年間、
生徒は
IBの点数は40点
～44点、
平均点は
33点を達成しまし
た。
これは世界の平
均点である29点を
はるかに上回る点で
した！
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与えられます。本校が受け入れたすべての生徒がもつ可能性を実現できるようにサポ
ートすることにより、成功を立証しています。 生徒はなぜISSに入学できなかったのか
聞かずに、幼稚園から12学年まで本校の全課程にわたる教育システムがすべての生
徒をサポートする差別化されたアプローチ法としてどのように提供しているのか見守っ
ています。生徒の追跡システムは各生徒が自分の目標を達成することができるように
サポートするという本校の約束を立証しています。
「これは、開発した教育計画をすべて
リードする本校の戦略的な計画/システムの中で1個目の核心的な内容に該当します。

b) 多学問にわたるアプローチ法の探求をベースにした学習
ISSの成功的な教育における核心的な要因の2番目は、強力な探求ベース、多学問に
わたるアプローチ法です。生徒が創意的に考えて批判的に考えるように教えます。
グロ
ーバル教育の特徴であり、特定の文化や教育方法にとらわれない、複合的な次元に生
徒を露出させることにより、多学問の教育環境を創造します。教師は、生徒が学びなが
ら調査し、発見し、考えて結論を導出するように励ます役割をします。
これは、自ら発見
していくプロセスの一部で、生徒が革新的で洞察力を持つようにします。
このアプロー
チ法は今日の世界で人生の複合性に備え、IBプログラムを開発して社会的な関係、研

7年生の生徒たちが気候の変動が及ぼすリスク
を言及し、持続可能で修復が可能な住宅設計モ
デルについて見物客と話を交わしています。

究調査、
コミュニケーション、思考力と自己管理能力を練磨するようにします。;学習アプ
ローチ法(Approaches to Learning’ (ATLs)’. 教頭(高校)兼MYP進行役(9学年&10
学年)のクリストファー・ヘイワード(Mr. Christopher Hayward)はこのように述べまし
た。
「ISS MYPの核心部分は、複数の学問間の学習とATL スキルです。
これらは、全科
目に内在する移動可能なスキルです。長期計画は各科目の分野がより広い科目間の
学習を許容するカリキュラムの領域でコラボできるようにします。」高校の科学及び環
境システム&社会教師であり行動するボランティア及び創意性・行動・サービス進行役
のウェスリー・ホワイトヘッド(Mr. Wesley Whitehead)が述べました。
「私の授業計画
には、出来る限り他の科目に連携させる科目間のアプローチを取り入れています。生徒
が科学で学ぶ内容を充分に理解して連携させることができるように、同僚の教師と密

3年生の公演芸術にデザイン的な思考を統
合すると、思考力を開発する上で役立ちます。

接に協力しています。
その例として、科学及び環境システム&社会の授業で伝染病やそ
の原因と影響について調査します。英語と母国語において同僚の教師と協力したこと
で、生徒が伝染病の拡散を言及する計画を立てることができるようにします。
これは、伝
染病に対する勉強をより興味深くするだけでなく、深度ある学習ができるように導き、
同時に生徒は言語の能力も向上します！

c) 垂直に統合する学習計画を策定することにより、連続性を保障
教育戦略を開発するにおいて、垂直に統合したアプローチ法を取り入れることは、成功
的な卒業生の輩出につながる最後の方法です。授業計画は、保存庫つまり各クラスや
学年単位で作られたり開発されるものではありません。その代わり、計画は統合して幾
つかの学年にわたる連続性が保障され、教える概念の深さや最終的に行う課題の側面
で変化します。
これは、ISSの学校全体の教育戦略を裏付ける指導の原理です。–

ディクソン(Mr Dixon)が10年生の生徒に
自分の職業経験を話しながら進路選択の
指導をしています。

生徒

が学ぶことを垂直に統合したアプローチ法。中学部の年例STEAM (科学(Science)、技
術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)週間は、
この
ような垂直の統合アプローチ法と探求をベースとした複数の科目間のアプローチ法が
どのように表れるのかを示しています。中学部の複数の学年にわたり、6~8年生の生徒
たちは人文学の授業でUNの持続可能な開発目標

(SDGs)を調査します。
このような

目標に対して認識させ、目標が地球の社会環境的な開発問題に対処して解決に導く方
法、そして生徒がより広い範囲のコミュニティに変化と差を作り出すことができる部分
が人文学において考慮されます。過程と結論とモデルは、生徒がSTEAM週間に調査し
て自分の展示物を製作・開発するために、各学年の科学の時間に習得した知識を適用
する方法でした。難易度の高さと水準は学年ごとに異なりますが、科目を全体的に把握
するための中心的なアイデアは中学部の全学年に取り入れました。

生徒が石や砂、木綿を使って汚れた水を
きれいな水に変える浄水フィルターモデ
ルを研究・製作しました。
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教師は、生徒が授業の中で発見し、考え、結論を導き出すための学習環境を整えています。
このような学習環境は、
「私たちが
いる場所と時間：世界は私たちの生涯の間に変化した(Where we are in Place and Time: The world has changed
during our lifetimes)」について学ぶ「探求ユニット(Unit of Inquiry)」の一環として1977年から始まりました。

その結果、STEAM週間の展示会では、多くの優れた作品が誕生しまし

変化を与え、
カリキュラムの検討を監督します。教育のベンチマークが達

た。6年生は、入手しやすい砂や石、布でできた材料を使って浄水のモデ

成できるのか確認する責任を負います。
「簡単に言うと、ABはISSのすべ

ルを作るために没頭しました。
また、7年生は互いに協力し合って長持ち

ての教育関連事項の『管制官』
です。本校は使命、
ビジョン、価値、戦略計

して修復可能な住宅設計に関する革新的な法案を導き出し、気候の変

画と一致するのか監督し、ISSが戦略計画を達成する上で必要な資源を

動が及ぼすリスクに関しても取り扱いました。8年生は、UNの持続可能

本校のシステムが保有しているのか点検します。ABは戦略計画で教授

な開発目標9(UN Sustainable Development Goal 9)を後援し、
「未

及び学習セッションを推進します。ABの議長として、私は本校の実践方

来のための電磁石又は現代化のための金属(Electromagnets for the

法が私たちの教育的ニーズに合致し、私立教育委員会(Committee of

Future or Metals for Modernisation)」
で発表しました。
これらの金

Private Education (CPE))、IB及び認証機関の指針を遵守するのか確

属/電磁石が各選択分野に使用されるとき、その使用方法に対して仮説

認します。委員会はCPEの規定に基づく意思決定を下します。
」

を立てました：例えば、それらは車両、家庭用機器、武器が未来のための
ポジティブな変化を遂げる可能性があります。

「各学年の校長先生は、カリキュラムで協力する専門学習チームと共
に開かれる定期週間会議を通じて、教育戦略の計画が維持されるよう

小学部の包容&達成進行役（文解力）のケイト・ボンド(Ms. Kate Bond)

にします。現行の教育的な思考と研究が討・論検討され、ABの承認を

は、生徒の文解能力を開発することに重点を置いたミニレッスンのため

経て生徒が成功できるチャンスを提供する革新的かつ適した強化策を

に、全教員と常に協力しています。
レッスンは常に垂直に統合したアプロ

実行します。すべての専門学習チームの会議の中心内容は生徒の学習

ーチ法を続けるために複数の学年にわたってクラスで教える内容の「イ

で、私たちがカリキュラムを観察、検討及び調整するとき、すべての生徒

メージ」
と一致します。これは、生徒のニーズに合わせて差別化されたア

のニーズに応えることを目標としています。」
と高等部の校長二コラ・ズ

プローチ法が取り入れられた討論と会議で、
また各生徒に一番合う方法

ールー(Ms. Nicola Zulu)は語ります。事実、
「教育戦略計画に生徒の声

でサポートするために、何を伝えなければならないのか確認するために

を反映させることが大切です。高等部で私たちは生徒に起こる出来事と

検討する会議と討論にも該当します。

学習の機会を討議するためだけでなく、
カリキュラムが適しており、皆が
アプローチできるように維持する方法に彼らの考えと洞察力を加えるた

このような戦略的な主柱は、生徒が学習計画を自主的に管理するように

めに、生徒会と定期的に会議を行いました。 生徒たちが「凝り固まった

指導する教職員の気配りと思いやりのあるサポートと組み合わせること

考え方をしないよう」に自主性を与えて続けて成長をサポートします。昨

で、学校全体の教育支援計画、
さらには牧師の支援計画の基礎を形成し

年、私たちは生徒の内部評価(Internal Assessments)、個人プロジェク

ます。本校の学習環境で生徒たちを養成しながら成果を上げるために、 ト(Personal Projects)、深化エッセイ(Extended Essay)及び他のカ
計画の連続性と統合に高い比重を与えます。生徒たちがこの環境で指
導を受ければ受けるほど成功のチャンスが広がります。

リキュラムに関連する宿題に投入できる個人的な時間を必要とする生
徒の声に耳を傾け、
「幸せで健康な水曜日」(Wellness Wednesday)」
を実施しました。生徒に独立した学習時間を与えることによって、2つの

より自立した学習者として成長
密接なコラボは本校の成功の公式であり、
これは最も上から始まります。 ポジティブな影響がありました。生徒は、
アルバレズ(Dr. Alvarez)が導く本校の理事会(Academic Board (AB))

し、教師はマインドフルネス(mindfulness)、ボランティア学習(service

は必要なプログラムを決定・承認し、
プログラム・サポート・教育訓練に

learning)、特別活動(Extra Curricular Activities (ECA))、創意性、体
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生徒たちのフィードバックを通じて戦略計画を振り返ります。
育、サービス(CAS)、評価、教室文化、
グローバル市民精神などの多様な

カリキュラムが学校全期間にわたって垂直に統合した以来、持続的に維

テーマで協力するところに時間を使います。学習環境を今後も続けて改

持してきた探求ベース、多科目の教育方法と結びついた教育を受けるこ

善していくために共に努力する生徒と教師を見る時、私たちが本校の関

とができる権利をすべての生徒がもっていると信じているので、生徒に

係者から承認を受けて生徒の可能性を実現する上で成功的であること

差別化された教育アプローチ法を取り入れている本校の戦略は、成功

が分かります。
」

的な卒業生を育てるための公式です。

「9学年と10学年のMYP進行役としての戦略的な教育計画は、その目

では、強力な教育戦略を適用させている学校が卒業生をもっとしっかり

標の尊厳性と連続性を保つために同様に実行されます。分野別の目標

と育成することができますか？ 確かにほとんどの学生に対してそうと言

とプログラムの目標(MYPの目標)は、戦略的な計画に基づいて構成さ

えます。そして、ISS卒業生がまさに生きた証拠です。優れたIBの結果を

れます。
これは、教職員の個人的な目標の部分の指針になります。MYP

収め、幸せと達成感を満ちた皆さんのご卒業をお祝い申し上げます。

及び戦略計画の目標に基づいてMYPカリキュラム計画を検討・開発・実
行します。パート内で文解力学習の進行役(パート責任者)が監督して、
私はMYP の進行役としてこの分野で各パートを監督します。
」
と、
クリス
トファー・ヘイワード(Mr. Christopher Hayward)が語りました。
「また、
数学教師なので、私が開発する授業計画と目標はすべてこのような戦略
計画から来ており、進行中の公式的、非公式的な目標を検討する一環と
して、
ズールー(Ms. Zulu)とパート責任者が評価します。
」
これは、私たち
の教育環境をリードする戦略的な教育計画と目標が持続し、生徒が学
ぶことから明確になるようにします。
これは、ISSが多国的な生徒たちが
入学するときに感じた心の壁を取り払う方法です。
「いつでもチェックし
てバランスを取るチャンスがあります。
」
とヘイワード(Mr.

Hayward)が

語ります。
「教師と生徒の間の頻繁な双方向コミュニケーション - 生徒が
自分の学習を自主的に管理するようにするために、生徒に高品質のフィ
ードバックを提供すること、そしてフィードバックについて話してATLの
スキルを評価するために、生徒と1対1のセッションをもち、生徒が直接
書いた考えは教師である私が生徒のニーズを把握するための重要なフ
ィードバックを与えてくれます。私の教育方法が本校の教育戦略に沿っ
たものなのか点検する役割をします。生徒たちは開発が必要な地域を
徐々に認識するようになり、討論に対する生徒の意見は貴重な価値を持
ちます。
また、確信が強くなるにつれて、生徒が目標を設定する上でより
効果があります。
」

続けて実践できる行動に対する認識を高め、世界的
な環境問題について言及しています。

スタッフを知る
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小学部の校長先生(臨時)にお会いしました：
エリザベス・ロードウィック(Ms. Elizabeth Loadwick)
アルバレズ (Dr. Alvarez)に会うためにプレスト ドバーロード(Dover Road)で教育課程を終えて
ンキャンパスに足を踏み入れた瞬間、
『デジャビュ 大学に進学しました。
(deja vu)』のような強い感覚に襲われ、
このキャン
パスは以前私が高校部で学校生活を送った場所だ 長い歳月が流れた歴史のある建物が私の人生の
一部分になるなんて、
とても素敵なことだと思いま
と言うことを実感しました！
す。今では、立派な先生方の指導のもと生徒たちを
シンガポールで生まれ、幼少時代のほとんどをこ 育成する、現代的で感動的な場所です。ISSの生徒
の地で過ごし、
ここの学校に通いました。私の父が はシンガポールのキャンパス２ヶ所で世界レベル
このようなエネルギーに溢れ
パイロットだったので色んな国で暮らしましたが、 の教育を受けており、
シンガポールが地元です。その当時、
プレストンキ て未来を考える環境の一部になることを嬉しく思
ャンパスは「ボーン・スクール(Bourne School)」 います。
と呼ばれ、イギリスが運営していました。生徒のほ
とんどがイギリス、オーストラリア、ニュージーラン 小学部の校長として、達成の誇りと学ぶことの楽し
この2つが、生徒がより偉
ド出身でした。友だちと一緒に階段を登りながら不 さを教えたいと思います。
平を言い、下校時はいつも雨が降っていたのを覚 大なことを熱望するのに役立つからです。
えています。 一番大変だったのが、屋外の階段で
した！階段の下でシンガポール各地域に運行する ロードウィック
（Ms. Loadwick）は1年間小学部の
STC バスに乗ったりしました。
校長（臨時）
として勤務しました。

Ms. Elizabeth Loadwick

学生たちの成就と貢献

MusicFest@SGH

治癒のための公演

“ISSの中学部６年生から８年生までのドラマの生徒が公演の能力を合わせて特別に準備
したミュージカル公演(Musical Theatre Unit)を通じて、聴衆とのコミュニケーションをよ
り理解することができました。
この公演で生徒たちはブロードウェイ・ジュニアレパートリー
(Broadway Junior repertoire)の場面を探求し、
「より良い社会に向かう治癒のための
公演(Performing to heal towards a better Society)」
という意図で自分たちが選択し
た部分を演じて表現しようと企画しました。
「治癒のための公演(Performing to heal)」は、
実践するサービスプログラム(Service as Action programme)を通じて想像力を育み、
生徒たちが考えと感情を表現するのに没頭するようにします。
ブルーノ・アレン・レボン(Mr. Bruno Alen-Lebon)、ISS演劇及びフランス語習得教師
中学部の生徒たちが再びMusicFest@SGHに参加しました。音楽が心を治癒し、幸福感を
与え、患者が回復に向かう過程で効果があると信じて、
ミュージカル公演(MusicFest)が企
画されました。
また、ISSの中学部で行われる実践するサービス(Service as Action)、生徒
たちがドラマの授業で学ぶ探求課程「治癒のための公演」の精神と非常に一致します。
シン
ガポール総合病院の患者や職員、訪れる人々の前で古典から21世紀の最新ミュージカル
に至るまでの多様な公演を行いました。彼らの公演を要約すると、複数の学年の生徒が共
に
「ハクナ・マタタ(Hakuna Matata)」
を公演し、病院の2ヶ所で観客から多くの喝采を浴び
ました。笑顔を浮かべた活気あふれた公演を通じて、ISSの中学生たちは、
より良い社会の
ための公演というシンガポール祝祭の目的に完全に合致していきました！

活気にあふれた公演！

レボン(Mr. Lebon)と歌の公演の設立
者でありMusicFest@SGHの企画者で
あるナタリー・リベッテ(Ms. Nathalie
Ribette)と共演者たち

学生たちの成就と貢献
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職業の世界における経験
ISSの生徒は、将来に備えるために必要な機能を学ぶ3日間の職業プログ
ラムの世界（World of Work programme）
を通じて仕事の世界を体験
しました。生徒はシンガポールで進路を「テスト」するために共同体に進む
機会を持ちました。生徒たちは関心を示して、自己反省、履歴書の作成、面
接の対応、今後必要になる職業に適する行動などの必要不可欠な重要な
機能を提供するキャリアや業界に生徒を配置することを目標としています。
「このプログラムの結果に対し、
とても嬉しく思います。毎年生徒から受け
るフィードバックが、私の励みになっています。生徒たちは自己修養する方
法を開発できるように指導を受け、就職の道に進むために必要な人生経験
と無形の資産を体得します。
」
と ISS大学カウンセラー兼キャリアコンサルタント、
また就職企画者、全体
管理者であるマラ・スワミナサン(Ms. Mala Swaminathan)は語ります。

ISSで働く生徒たち

生徒たちが多様な業界の専門家と出会い、交流できる毎年初めに行われ
る就職博で、生徒たちは将来希望する分野に対して考えるようになります。
これをもとに、特定の希望分野に合わせた履歴書を作成し、自分の力で就
職先を探すときに活用しました。 生徒たちはチャリティー/非営利、技術/
化学、教育、工学/建築、海上運送/オイル、財務/経営、飲食料/小売など幅
広い分野で活躍しています。生徒たちが働いた主な会社は、科学および技
術研究会社、A－スター(A*Star)、飲食料販売店、
ファミリーレストラン(Lai
Lai Family Restaurant)：非営利機構、
ウィリングハーツ(Willing Hearts)
などで、今後学校で働くことを希望する生徒は本校で働いています！。
「PYP (Primary Years Programme) の進行役になるという夢を実現
させるために、職業の世界における経験はとても役に立ちました。PYPクラ
スで共にカリキュラムを検討し、小学部の先生や生徒たちと交流する中で、
私が参加した職業に関する経験ができました。ISSで6年以上IBの生徒だっ
た私にとって、異なる視点から – 生徒ではなく進行役としてIBプログラムを
見たことは大きな収穫でした。新しい経験は有意義で興味深いものでした
し、PYPの進行役になるという私の想いが一層強くなりました。
」
リコ(Riko), ISS生徒

A－スターで働いている生徒たちを訪問す
るヴラド(Ms. Vlad) (この空間内のファン
は、動作認識システム！)

インターンシップの期間に教師たちは生徒たちのいる職場を訪れて、きち
んと対処できているか確認しました。
「A－スターとディズニーに配置した生徒たちを訪問した時、彼らは自分の
選んだ分野に対して大きな情熱と関心を見せました。彼らは仕事に没頭し、
好奇心を満たし、
自立した社会人の姿になっていました。職業プログラムの
世界は、生徒によって実際の職場の基準とニーズだけでなく、
このような業
界に関連する自分の長所や開発が必要な分野を認識できるようにするた
めに、生徒たちに有益なものであることが分かります。特定の業界で直接経
験することにより、生徒たちは職場環境において熱意(または適正及び熱意
不足)を発見することができました。
」
ISSで数学/デザイン教員として勤務するパトリシア・ヴラド(Ms. Patricia
Vlad)。

フード業界に進むことを選んだ生徒たち

職場プログラムの世界における生徒の職場体験は（文字通り）順調に行わ
れています。将来、生徒たちが進路を決定する際に、
このような経験が役に
立つでしょう。
本校が提供している大学相談サポートサービスについてさらに詳しく知り
たい場合は、
こちらをクリックしてください。

プロセトンガーデンでのきつい作業

学生たちの成就と貢献
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独創性にあふれたキャンパス
「今年のアートフェスティバルには視覚芸術&デザインだけでなく、公演芸術
が含まれます。 2D&3D作品を展示して生徒の芸術的な表現を鑑賞して祝う
場です。アイデアを芸術という媒介体を通じて伝達することにより、生徒の創
意的なマインドを開発して芸術に対する認識を高めました。探求・数学・文解
力・科学などの教科目との関連性も作品の中に発見することができました。共
同作業を行う中で自己管理能力を養い、友達と協力し、他人のアイデアに対
して耳を傾け共感する姿勢をもつことが大切です。
これは、生徒が学習に取り
組む方法を見つけるのに役立ちます。
フードバンク・シンガポール(The Food
Bank Singapore)を後援する目的の入札オークションの準備ができている素
晴らしい作品は独創性に溢れています。
ヒマ・ベンカテスワラン(Ms. Hima Venkateswaran)、ISS視覚芸術&デザイ
ン教員

合唱団によるミュージカル公演

年例のパターソン芸術展示会は、今年はまた一味違ったスタイルで行われま
した。視覚芸術とデザインに重点を置く代わりに、パターソンキャンパス全体
に散りばめられた芸術的な表現と独創性が爆発する「アートフェスティバル
(Festival of the Arts)」
を作り上げるために、芸術・ドラマ・音楽教師が集まり
ました。生徒の作品を展示するだけでなく、生徒たちが短いコントやミュージ
カルを行いました。
生徒たちは、独自の芸術作品をデザインして創造し、多くの科目を網羅するア
プローチを通じて、芸術・数学・文解力・科学などの科目と連携性と導きだしま
した。例えば、5年生の生徒は、
日本の手作業防炎加工の『絞り(Shibori)』
で有
名な繊維芸術を試して、布を幾何学的なパターンで染めました。芸術と数学
を関連づけただけでなく、絞りを通じて人生の教訓についても考えることがで
きました。5年生の生徒たちは、絞りで悟った人生の教訓は、
「芸術において正
解・間違い、最高・最悪というものはない。」、
「私だけが持っている特性が必ず
ある。」
ということでした。
これらの芸術作品はキャンパスの周辺にお洒落に展
示しました。入札オークションに参加すれば、生徒が家の中の壁を飾りつけて
いるでしょう！生徒の能力を世の中に公開するだけでなく、入札オークションで
得た収益金をフードバンク・シンガポールに寄付しました。生徒たちもまた、
自
分が地域社会にどんな方法で役立つことができるのか学ぶことができました。
また、生徒たちは独自のコントと公演を開くために協力し合いました。見知ら
ぬ少女(Stranger Girls)、
アンダーテール(Undertale)、学校で起きるいじめ
(School Bully)、
スーパーマリオブラザーズ(Super Mario Brothers)、夢のよ
うな夜(Dreamy Night)、
アニメーション・マジック (Animaji)などでした。
コン
トは非常に良く練られていたし、開かれた発想を持ったメンバーで構成された
チームでした。
また、互いに協力しながらコントの原稿と方向性を出せたと感
じました。公演を準備する過程では多少のリスクを甘受し、多くの声援とアン
コールで生徒の成功を見守ることができ、嬉しく思います。合唱団によるミュー
ジカル公演も行われ、
ミュージックフェスティバル(MusicFest@SGH)では中
学部のドラマ部の生徒の公演もありました。キーボードやフルートによる演奏
が、合唱団の公演を引き立てていました。必要なときはすぐに協力してくれる
保護者との絆で結ばれたコミュニティが成した素晴らしい公演でした。
情熱的な参加と素晴らしい公演を披露してくれた生徒の皆さん、そして行事を
計画した先生方、特に、中学部のドラマ部の生徒たちによる公演を指導したブ
ルノ・アレン-レボン(Mr. Bruno Alen-Lebon); 小学部&中学部の芸術作品を
監督したヒマ・ベンカテスワラン(Ms. Hima Venkateswaran)、
ジェーン・タイ
ラー(Ms. Jane Taylor); 合唱団の指揮者ジャニエン・ヴォーン(Ms. Janienne
Vaughan); そして、音楽教師のマーニー・ハースト(Ms. Marnie Hurst)に感
謝いたします。最後に、当日ご参加下さり、
コミュニティのために1日中尽力さ
れたご家族の皆さま – 特に、伴奏を引き受けてくださった方々－ご家族の皆さ
ま、そして保護者の皆さまに深く感謝申し上げます。

一緒に伴奏している父兄や保護者たち

生徒の作品の入札オークションの収益金は、
フードバンクに寄付されます。

絞りを通じて人生を学ぶ

学生たちの成就と貢献
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小学部の水泳ガーラ(祭り)

先生たちも生徒とプールで楽しいひとときを過ごしました。

水泳ガーラは、小学部の生徒たちの7週水泳ユニットを総合する場です。今年の水泳ガーラ
の焦点は、
「互いに尊敬して、親切にしよう」
です。生徒たちが位置交換(K1-G1)と25ｍ&50ｍ
自由形、平泳ぎ、背泳ぎの競技(G2-5)で勝利を収めました。各ハウスのための得点を獲得
するハウス間の競争を基本とする水泳ガーラで、自分の価値を証明する生徒には各自のハ
ウスのためのボーナス得点を獲得します。
この過程を通じて健全な競争心を養い、生徒たち
に大切な価値を植えつけます。
6月4日ブキット・メラー(Bukit Merah)のスポーツ・ライフスタイルセンター(Sports
Lifestyle Centre)で開かれる小学部の水泳ガーラの参加者たちと後援者に感謝いたしま
す。積極的にご参加いただいた多くの皆さんと共に1日楽しく過ごしました。水泳ガーラの競
技は学年別に行われ、競技の等数に応じてハウスのための得点を獲得するハウスシステム
(House System)を用いて得点が記録されました。 生徒たちが競技に参加すると、
自分の
ハウスの得点を獲得しました。

ダイビング！

K1-G1位置回転

ハウス水泳ガーラの最後を飾るイベントはG2、G3、G4、G5 の生徒によるハウスリレーでし
た。
オーチャード(Orchard)が1位、後続のラッフルズ(Raffles)が2位、ニュートン(Newton)
とサマーセット (Somerset)の順に年例ハウス間競争の最後の得点を獲得しました。
水泳ガーラの最終合計点は1位ラッフルズ、2位サマーセット、3位オーチャード、4位ニュー
トンでした。年例の小学部水泳ガーラで素晴らしい成績を収めたラッフルズハウス、おめで
とう！。
ダニエル・インマン(Mr. Daniel Inman)、ISS運動& 体育進行役

「お互い頑張ろうぜ！」

実践するボランティア2日目
6 月6日水曜日、年2回実践するボランティア(Service as Action Day)の一環として、中学
部の生徒たちがシンガポールのブキ・ティマ自然保護区 (Bukit Timah Nature Reserve)
に生態現場体験に行きました。
体験学習の目的は、中学部の生徒たちがブキ・ティマ自然保護区の動植物について学習す
るためです。生徒がUN持続可能な成長目標 (SDGs)の目的をより深く理解できるようにし
ます。特に：
• 目標 # 13気候の変化に対する措置:「排出規制及び持続可能なエネルギーを開発し、気
候の変動と影響に対応する早急な措置を講じる。
」
• 目標 # 15 Life on Land:「地球の生態系を保護・復元して、持続可能な使用を促進、森
林を持続できるように管理、砂漠化 の防止、土地の荒廃 中断と復元、生物の多様性 の喪
失防止」

宝探しゲームを終えた後、頂上にて
ハウス(ニュートン) 写真。
「やった！」

SDGsに関連する活動だけでなく、
自然公園で何を見て何を聞くことができるか没頭できる
ように、各ハウス(ニュートン(Newton)、
オーチャード(Orchard)、
ラフェルズ(Raffles)、サマ
ーセット(Somerset))は、動植物の宝探し/ビンゴゲーム/クロスワードパズルに参加しまし
た。
実践するボランティアを通じて、地域社会に対する知識と理解を深めました。
これらの経験
は、生徒がグローバル市民として成長していけるようにサポートします。

実践するボランティアの2日目を終え
た中学部の生徒たち

学生たちの成就と貢献
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12年生の生徒たちが電子廃棄
物を通じて得た効果！

「では、
シンガポールで電子廃棄物の処理運動に貢献するために、僕たちができる
ことは何でしょうか？」

ISSの生徒たちは「社会的な責任をもつ能動的なグローバル市民」にならなければなら
ないというのが私たちの使命です。そのため、生徒たちが「地域や世界レベルで積極的
に参加することにより、環境問題に対する革新的な解決案を導き出す」
という目標を掲
げて、環境システムと社会(Environmental Systems and Societies (ESS)) コースを
提供します。今年、12名のESSの生徒が電子廃棄物(e-waste)、電子廃棄物の不適切な処
分が環境に及ぼす影響、そして多くの人々は、自分たちが電子廃棄物とどういう関係が
あるのかも知らないことを学びました。
特に、ESS
の生徒ジェーソン(Jason)とテリッシュ(Tarish)が奮い立ちました！。
リスク
を負った彼らは力を合わせて学校が国家環境庁(National Environment Agency
(NEA))傘下の電子廃棄物のリサイクルのための国立ボランティア・パートナーシップ
(National Voluntary Partnership for E-Waste Recycling (NVP))の認証パートナ
ーになるように彼らの頭脳を発揮しました。彼らは、教師と行政職員と共に提案書を作
成し、
シンガポールで現在行われている電子廃棄物リサイクル運動に電子廃棄物処理
場公式パートナーとして参加するために、NEAに提案書を提出しました。

「電子廃棄物の不適切な処理は、
シン
ガポールだけでなく世界的に深刻な問
題となっています。
グローバル市民として
相応しい行動を取るべきです！」

キャンパス周辺に設置した電子廃棄物
回収用ゴミ箱

「最初にNEPのことを聞いたとき、莫大な作業だと思い戸惑いを感じました。
しかし、
も
しこの活動を始めれば、学校や広い範囲の地域社会が恵みを受けるだろうと実感しま
した。電子廃棄物の問題点は、多くの人々が電子廃棄物はいずれなくなるから、処分に
関わる必要がないと考えている事実です。
そのため、私たちは、
これを解決するために何
かするべきだと考えました。ホワイトヘッド(Mr. Whitehead) 先生と相談した後、
このア
イデアを校長先生にお見せして、先生と行政職員の方々と一緒に作業することが、変化
をもたらしてアイデアの結実を結ぶ核心的なポイントであると気がつきました。試験日
が目の前に近づいていますが、
これらのアイデアをもう少し推し進めれば、学校を卒業
する前に間違いなく変化をもたらすことができると確信しました。 そして、遂に私たちの
努力は実を結んで成功を収め、ISSはNEAの国立ボランティアパートナーになりました。
」– ISSの卒業生ジェーソン&テラッシュ
遂に、本校がシンガポールでNEAの唯一のパートナー学校であると言えることをとても
嬉しく思います。(学校の名前がすでにWebサイトに掲載されています)。電子廃棄物を
回収するためのゴミ箱も、2つのキャンパスにしっかりと配置されています。
ジェーソンと
テラッシュはこれを実践することにより、ISSがシンガポールで行われる活動やプログラ
ムに統合されることに貢献しただけでなく、生徒たちが実践する内容がグローバルコミ
ュニティ
（共同体）にどのように貢献できるのか示しました。彼らがISSを卒業することに
より伝説に残った、2人の学生の起業家的なマインドと配慮に満ちたケースです！彼らが
世界を変化させるために、ISSで学んだことを実際に生かしたとはっきりと言える内容で
す。将来、彼らの成功を共に祝う日が来ることを期待しています。
来学年に11年生のESSの生徒たちは、 ISSの電子廃棄物リサイクルを発足させるため
の教育および認識プログラムの開発を始めます。今後のニュースをご期待ください！
(写真の出典：この記事で写真を共有した同期の卒業生ビクター(Viktor)に感謝します。)

すでに電子廃棄物回収用ゴミ箱が効
果的に使用されています！

学生たちの成就と貢献
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皆さんは100% 私たちの誇りです！
今年ISSインターナショナルスクールは2018IBディプロマプロ
グラム試験で合格率100% を達成しました。
このような栄誉を
受け、誇りに思います。
これだけでなく、平均点が33点と、世界
の平均点である29.78を上回りました。合格率が91%～95%、
平均点が約32点代だった8年間の結果より向上しました。
ISSでIBディプロマに受験した44人中28人(63.6%)がプレス
ティジャス・バイリンガル・ディプロマ(prestigious bilingual
diploma)を受賞しました。今年の1等はチェルシー(Chelsea)
とユウヤ(Yuya)
が共同受賞し、39点を獲得しました。
これ
らの結果、生徒たちは世界の多くの一流大学から入学許可
を得ました！入学許可を得た大学：イギリス・インペリアル・
カレッジ・ロンドン(Imperial College London)、
ロンドン
大学(University
College
London)、エディンバラ大学
(University of Edinburgh); アメリカおよびカナダのミシガ
ン大学(University of Michigan)、
ジョンズ・ホプキンズ大学
(Johns Hopkins University)、
トロント大学(University of
Toronto); その他、香港大学(University of Hong Kong)
、
メルボルン 大学(University of Melbourne)、ニューサ
ウスウェールズ大学(University of New South Wales)、
ライデン大学(Leiden
University)、
ヴァーヘニンゲン大学
(Wageningen University)。(入学許可を得た大学のリストは
こちらをクリック)。1等を受賞した1人のチェルシーは、医療生
物学を学ぶため、
ロンドンのインペリアルカレッジの入学許可
を獲得し、
もう１人のユウヤは、ロンドン大学から入学許可を
得て機械工学を学ぶ予定です。
高校部の校長二コラ・ズール(Ms. Nicola Zulu)は、2018年
度の生徒に卓越した結果を説明します。
「ISSで私たちは生徒
たちがオープンマインドで勉強に取り組み、バランスのとれた
時間配分と探求心を持ち、根気をもち自分を信頼できるように
準備させました。高校での4年間、生徒たちに高い期待とサポ
ートする環境とともに、一人一人に合わせた学習経験が提供さ
れました。私たちは卒業生がどのように成長して成功し、世界
各地の大学に進学したのか見てきました。
「私たちのIBの結果
と卒業生が進学した大学こそがその証拠です。
」
チェルシーも同じように考えています。: 「私は、
自分でもこん
な文を書くことになるなんて思いませんでした！1等になれて
本当に光栄です。 IBは簡単ではありませんでしたが、
このよう
な成績を収められたことを感謝しています。皆さんは肯定的な
マインドと根気が必要です。
また、いつも自分を励まして、サポ
ートしてくれる人を見つけることも大切です。ISSの先生方は、
私が今まで出会った中で一番親身になって応援してサポート
してくれました。彼らのサポートがなかったら、今日の私はい
なかったでしょう！サポート以外にも、目標と情熱を持つことが
今の自分に導いた原動力になりました。私は、いつも生物学に
対する熱意がありましたが、先生方はそんな私を応援してくれ
ました。その結果、インペリアルカレッジで医療生物学を学ぶ
ようになりました！最後に、時間を管理することもとても大切で
す。 IBの膨大な学習量と生徒会会長としての責任の間で、時
間を効率的に管理しなければなりませんでした。
」
もう一度、皆さんのご卒業を心よりお祝い申し上げます。皆さ
んの努力が将来実を結ぶことを願っています！

ISSのIBの結果の要約
1) 2018通過率:

100%

2) ISS 平均VS世界平均
2018年度のIBの得点

3) バイリンガル・ディプロマを達成
バイリンガル・ディプロマ数

シング ルランゲ ー
ジ・ディプロマ

バイリンガル・
ディプロマ

4) 科目別の得点:

35/42

- IB試験で採択された42科目のうち、生徒たちは35科目で平均
点を超えました。

1等の１人ユウヤ(Yuya)がアルバレズ(Dr. Alvarez)から
お祝いされています。

1等の1人チェルシーがCEOMr.チャン(Mrs. Chan)より
『
学校1等賞(Head of School)』
を受賞しました。

本校の卒業生
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ISS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。

私は川ソフィア・ブスタマンテ

(Sophia Bustamante)
私は2013年にISSを卒業しました。
ISSに入学した時からこの学校の家族の一員であるという感覚
を覚えました。
この学校で、何ものにも代えがたい貴重な思い
出をたくさん持っています；オーストラリアで体験した海洋カヤ
ックから始まってUNの夜 (UN Night) の補助責任者まで、ISS
で過ごした時間は本当に貴重なものでした。
その中で一番楽し
かったのが、 私が直接執筆した短篇シリーズ『人生の営み方』
(How Life works)の演劇に参加したことです。
自分が書いた
演劇に直接出演することができたのは、後にも先にもこの時一
度だけです。
こんな素敵な機会を与えてくれたISSの先生方に
心から感謝しています。
ISSで学んだことは、高校部を卒業した後、今後の人生を準備
する上でとても役立ちました。IBコースのチャレンジ課題を成
し遂げたことを通じて、大学で私が直面した課題を解決するた
めの土台になっていたと感じました。大学を卒業した後はシン
ガポールに戻り、2017年からここに住んでいます。ISSで教員
になる前は家庭塾を運営したり、臨時職員として働いてきまし
た。
また、統合インターナショナルスクールで教員として教えて
いました。常にISSの文化と教育方法などの価値を認めてきま
した。学校で感じたアットホームな雰囲気がとても気に入り、
こ
の学校で生徒たちを教えたいと思うようになりました。私が育っ
た母校で今度は教壇に立てることが本当に嬉しく心から感謝し
ています！
包容的で尊敬でき、
自分を尊重してくれていることを感じられる
ようにし、
グローバル市民を養成する独創的な教育環境を提供
するISSを心より敬愛いたします。ISSの教師として、私の生徒た
ちに私が享受したのと同じ環境を提供することができるチャン
スを頂けたら光栄です：生徒たちが安全に、尊敬され、サポート
を受け、待遇を受けていると感じ、
グローバル市民として育つこ
とができ、学習を愛する教育環境

私は川ソフィア・ブスタマンテ(Sophia)

ISS卒業式でのソフィア (Sophia)

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/

主な行事
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8年生送別会

8年生の皆さん、卒業おめでとう！

8年生送別会で7年生が披露するミュ
ージック公演

卒業証書を授与した8学年の生徒たち

1つの学年が終わりに近づき、8年生の送別会を行いました。生徒と教員にとって名残惜
しさと楽しさで溢れた1日でした。8年生の生徒たちが慣れ親しんだ学生時代から、
より
大きくより広い世界に羽ばたく旅路を共に喜び祝いました。 パターソンキャンパスであ
の明るく可愛い顔を見ることができないことを実感した1日でもありました。

8年生の合唱団

この日、学校は8年生の生徒たちが学業・ボランティア・IB学習者プロフィール・スポーツ
競技への貢献・8学年の成功的な修了で見せてくれた努力を認め、彼らの成果を祝いま
した。8年生の生徒たちと別れ、6学年から8学年まで彼らが過ごした日々を盛り込んだ
ビデオモンタージュ (montage)上映会に招待されました。
このような大切な思い出を
胸に抱き、彼らが3年という短い期間にどれほど成長して成熟したのかもう一度確認する
ことができました。
パターソンキャンパスの皆さんより：私たちは8学年の皆さんのことを誇りに感じます。
ま
た、共に過ごした皆さんのことが恋しくなるでしょう。将来、皆さんがパターソンキャンパ
スで得た学業という冒険を通じて最善の成果を得ることを期待しています。

生徒会の皆さんに感謝します！

主な行事
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2018 サマースクール

シンガポール美術館に行きました！

ESLクラスでスライムを作る
恐ろしい水族館

2018年7月2日から7月27日までISSサマースクールが開校しました。成功的な去年のサ
マースクールに続いて2018年にもう1回言語、STEM、芸術、冒険の発見という4つの領
域を提供しました。4歳から16歳まで年齢別にグループを分けて準備しました。
言語習得を目的としたブロック積みを生徒たちに提供し、すべての年齢別にグループを
分けて言語コースを準備しました。高い言語能力をもつ生徒には創意的な言語授業で、
より挑戦的な学習が与えられました。深化コースは、生徒の高等部進学の準備を目標と
しています。討論・発表・創意的な作文を通じて言語能力を公開できるプラットフォーム
が与えられました。
STEMと芸術で新しいコースが2つ提供されました。素晴らしいアクアリウム(Awesome
Aquariums)コースは参加者に淡水の生態系の中に隠れている科学について教えるこ
とに集中し、文化遺産探求者(Heritage Explorer)コースは、参加者がシンガポールの
文化の構成に自分を没頭させるようにしました。生徒は国立博物館、チャイナタウン文
化遺産センター及びガーデン・バイザウェイ(Gardens by The Bay)など、関心のある
場所を訪問しました！
冒険発見エリアで、参加者たちは団体スポーツに参加し、
ビーチやアイススケートリンク
で1日楽しみました。
また、その過程で農場を訪れて楽しい時間を過ごしました。芸術発
見エリアの生徒たちは、粘土作りと水性ペイント作業を行い、週末に自分の作品を家に
持ち帰りました。STEM授業もまた複数の週を登録した生徒とともに人気がありました。
上級生の参加者たちはリモートコントロール車、
フィットネスベースのアプリを制作する
手作業を経験して、
自分だけのお茶をいれました！
サマースクールは、全プログラムが優秀で教育的な上、興味深いということを発見した
参加者と一緒に全般的に成功を収めた行事でした。
ジェラルド・ウィリアム(Mr. Gerard William)、ISSサマースクール進行役

サマースクール参加者
が自分の経験を語った
ものを聞いてください：
「サマースクールがとて
も良かったです。
特に、
創意的な言語とドラマ
授業が良かったです。
今
回のサマースクールで
は、
貴重な経験ができた
と思っています。
-ミッチ
ェル
（Michelle）
、
13歳
「いろんなことを学び、
いろんな国から来た友
だちに会いました。
もう
一回通いたいです！-セ
ホ(Seho)、
10歳

主な行事

#ISSCelebrates

“これがISSなの？本当に？“と感じたなら、
まさにその通りです。
これらの瞬間を記念する
ために私たちが#ISSCelebratesを発足する理由です！私たちは皆さん – 本校の生徒
– がISSを通じて意味のあるものを共有できるチャンスを与えたいと思っています。本コ
ンサートは今年9月から来年5月まで続き、登録は月を基準に評価します。登録方法は簡
単です。以下のように行ってください：
1.

ISSインターナショナルスクール（シンガポール）の在学生、親、
または教師

2.

インスタグラム/ツイッター@ISSSingaporeをフォローする

3.

学校でインスタグラム/ツイッターを見ることができるように公開に設定する(イ
ンスタグラム/ツイッターポストでのみ見ることができるようにする)。

4.

特別で意味のある学校-関連活動/行事の写真を掲載。皆さんに意味があり、可
能な限りISSの価値、IB学習者プログラム、
または学習へのアプローチに役立つ
ものであること。

5.

ISSの瞬間だということを正確に説明するキャプションをインスタグラムにポス
トする。キャプションには皆さんの名前・学年・#ISSCelebrates ・#ISSPride
のハッシュタグ(hashtags)が含まれていること。

6.

インスタグラム/ツイッターのアカウントがない場合や、ISS で過ごした
瞬間を図面で共有しようとする学生も可能で担任教師（小学校）
またはカンポン
（Kampong）教師（中等部および高等部）に提出する。

7.

コンテストの日程や条件の全体を見たい場合はこちらをクリックしてください。

毎月、小学部1人、中学部1人、高校部1人、合計3人の優勝者が選ばれます。3人の月間
優勝者は学校のソーシャルメディアに掲載され、朝会の時間に証書が授与されます。 そ
れだけでなく、月間優秀者は年末の最終コンテストに自動的に上がり、全ての学部の中
から1人ずつ最終優秀者を投票します。最終優秀者には、
自分が選択するチャリティイベ
ントに$200寄付することのできるチャンスが与えられます。
さあ、迷わずに今すぐ 参加
してみよう！
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新学期久しぶりに会えてうれしい！

“あなたは学校に興奮していますか？”

ホディノット(Mr. Hoddinott)が学校
に入ってくる生徒を笑顔で迎えている
新学期初日の生徒たちの笑顔！

「2人の娘が学校に行く日を楽しみにしていて、
慣れ親しんだど
こかに戻れることをとても喜んでいます。– サバンナ(Savannah)
、
ISSの保護者
新しい学年の初日です！休みの間は静まり返っていたキャンパスが、再び新しい生活を
始める生徒と教師で賑やかになりました。4年生のある生徒は、
「早く学校の友だちに会
って、
クラスで新しい内容を学びたいです。
」
と語りました。

学校に歩いて入っていく

学校に戻ってきた皆さんを心より歓迎します。皆さん、先生方の深い配慮と細やかな指
導のもと、新しい発見、新しい友だち、新しい勉強の機会と共に新しい学年を迎えまし
た。中学部の新入生フランク(Frank)は、
「僕は新入生で、正直に言うと登校した初日はと
ても緊張しました。
でも、先生やたくさんの人が僕を温かく迎え、親切にしてくれました。
」
今学年僕を待ち受ける冒険と楽しさを期待していますし、皆さんもきっと同じ気持ちだ
と思います。

「学校を離れるまで、
この場所で何を愛していたのか何も気づくこ
とができませんでした。
それで、
もう一度帰ってこようと決意しまし
た。
他の学校には、
この学校のように家庭的で強い絆でつながっ
ているコミュニティはありません。
戻って来ることができて嬉しいで
す。
」
-サラピノ
（Seraphino）
、
戻ってきたISS高等部の生徒

長い休みが明けて友だちとはしゃぐ

過去の行事
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学校の活動
6月 – 8月

小学部の水泳ガーラ(6月4日)
小学部の生徒が25ｍと50ｍ、回転のような様々な水上イベントに参加しまし
た。
輝く笑顔

中学8年生のお祝い(6月 5日)
8年生の生徒たちが送別会と同時に中学生活を終えて高校部に進みました。

8年生のお祝い

中学部の実践するボランティア2日目(6月6日)
中学部の生徒たちが実践するボランティア2日目にブキットティマ自然公園
（Bukit Timah Nature Reserve）
を訪れ、公園の周りをトレッキングしなが
ら宝探しゲームに参加して、
自然に対する新しい認識を習得しました

新入生のためのオリエンテーション(8月3日)

中学部の実践するボランティア2日目を終
えて記念撮影

ISSの新入生がキャンパスになじんでクラスメートと顔合わせするためのオリ
エンテーションで新入生を歓迎しました。新入生オリエンテーションは、新入
生がこの学校を理解するために重要な時間です。

小学部、中学部、高等部、
そして高等部教師の夜

ISS にようこそ！

(各々8月23日、8月16日及び8月14日)

保護者が担任と各科目の教員と対話の時間を持ち、子どもの学校での様子や
カリキュラムに対して、多く発見する機会を持ちました。

学業環境基金(Scholastic Environment Fund
(SEF))演説ワークショップ(8月16日)

教員との夜

SEFは、国際及び教育部(Ministry of Education (MOE))の生徒たちが9月
の弁論大会に備えるようにパターソンキャンパスで演説ワークショップを行い
ました。
SEFは、2011年にISS 20周年を記念して設立された資産団体です。SEFは、
国際及びMOEの生徒たちが一つになり、意味のある環境プロジェクトで仕事
ができるようにチャンスを与えます。

SEF弁論大会の準備中

過去の行事
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PTA会議(8月 27日)
PTAが今年初めて会議の場をもちました。PTAはISSのすべての保護者が学
校に参加することにより、子どもが通う学校で共に経験する機会をもつ良い方
法です。
PTA会議

PYP/MYP ESL コーヒーの朝(8月28日)
保護者たちがIBのカリキュラムとISSで教える様々な科目についてより詳しく
知ることができる懇談会をもちました。
あなたの子供たちが学校で学ぶものを
見ていただきありがとうございます。

ESLの代表者からISSのESLについ
て視聴している。

MYP母国語情報の夜(8月30日)
ISSでは生徒が母国語を学ぶ時間を配分しています。母国語情報の夜、保護
者は私たちは生徒が母国語を学ぶことができるようにサポートする方法と、子
どもの学習をサポートする方法を学びました。
MYP母国語情報の夜

PYP/MYPコーヒーの朝(9月6日)
保護者たちがIBのカリキュラムとISSで教える様々な科目についてより詳しく
知ることができる懇談会をもちました。
あなたの子供たちが学校で学ぶものを
見ていただきありがとうございます。
PYPとMYPでの指導&学習

PTA年例総会(9月12日)
我々は9月12日にPTA年次総会を開催し、執行委員会を選出した。
ご協力あり
がとうございます
新しいPTA執行委員会をご覧ください。

今後の行事
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今後のイベント
9月 – 10月

高校、中学、小学校の3方向カンファレンス
(高等部9月17日と9月19日、中学部及び小学部9月26日)

毎年、生徒たちが保護者父兄を学校に招いて授業をお見せします。生徒の目
線でISSを見つめる良い機会です。

子どもの目線で、子どもが学校で何を学んでい
るのか見てください。

SEF弁論大会(9月22日)
SEFがパターソンキャンパスで年例弁論大会を開催しました。SEFの会員で
ある国際及びMOE の生徒が全員弁論大会に参加します。提示されるテーマ
は環境と関連する内容でなければなりません。
SEF弁論大会の真っ最中

障壁のない週間(10月1日～5日)
中学部と高等部の生徒は、毎年カンボジア、インドネシア、マレーシア、ベトナ
ムなどのアジアの国々に実践するボランティア旅行に出発します。
ちりも積もれば山となる

幼稚園-10年生の水泳ガーラ(10月19日)
10月19日に幼稚園から10年生が参加する水泳ガーラが開催されます。是非
お越しくださり、イベントやレースで一生懸命泳ぐ生徒たちを応援してくださ
い！

「位置について～」

