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グローバルクラスの教育理念

21世紀に生きる日本人として、「豊かな国際感覚をもち、
世界の人々とつながろうとする人材の育成」を高いレベルで
体現する



Inquire
探究的に学ぶ

Learner’s Model

Bold
挑戦する心をもつ

Knowledgeable
幅広く知識を得るFlexible

探究的に学ぶ

Thinker
深く思考する

Cooperative
他者と協働する

グローバルクラスの求める人物像

「高校や大学での留学を視野に入れた、

語学力と発信力に自信がある生徒」



グローバルクラスの特色教育

イマージョン英語教育 〜英語を学ぶではなく「英語で」学ぶ〜

国際教養ゼミ 〜世界に通用する「思考力」と「発信力」を鍛える〜

■ イマージョン英語教育とは

■ イマージョン学級活動

■ 理数科目のイマージョン教育

■ グローバルクラスの時間割

■ 国際教養ゼミとは

■ Global Citizenship Enrichment program MUN

■ Project-based learning for SJSS

■ Global Leadership Link Online



■ 通常の教科の学習を第２言語（英語）により行う教育です。

（イマージョン（Immersion）= 浸す）

■ 全クラスで、体育、音楽、美術、家庭科のイマージョン教育を

２０年以上継続しています。

■ 教科の内容に加えて、英語の習得、さらには異文化に対する関心や

理解がより深まります。

イマージョン英語教育とは



■ 外国人教員と日本人教員の2人が学級を担当し、多角的な視点で

グローバルなマインドを養います。

■ 毎日の学級活動では、英語が主流言語です。助け合いながら、

互いの英語運用能力を高めます。

■ 面談や学期末の評価など、英語でのフィードバックも充実しています。

イマージョン学級活動



理数科目のイマージョン教育

■ 各科目、週に英語3時間、日本語で1時間実施します。

■ 外国人教員と日本人教員の2名がTeam Teachingで担当します。

■ 日本の学習指導要領に準拠した内容を英訳した教材で学習します。

■ 理科・数学の日本語の授業では、メインストリームクラスの内容を

反映し、日本語での学習内容の定着を行います。

■ 定期テストは、メインストリームクラスと同じ日本語での試験と、英語

のみでの試験の両方を受けます。



※１年生の時間割。網掛けが英語で受ける授業
週の50%以上はイマージョン英語教育

グローバルクラスの時間割

Mon Tue Wed Thu Fri

Morning HR

1 理科 English Mathematics English 国語

2
Physical 

Education
社会

Physical 
Education

社会 Science

3 国語 Mathematics 技術 Science English

4
Mathematics

社会
Home 

Economy
Art

Physical 
Education

5 English Art 社会 国語 Music

6 数学 国語 English Mathematics 学活

7 Science 道徳 総合 国際教養ゼミ

Afternoon HR

1，2年生は選択授業の取得はできません



国際教養ゼミとは

■ 世界の諸問題に対して自らの意見をもつための探究活動

＊学年毎に活動内容が異なる

■ 論理的思考力・発信力を鍛えるための週1時間の特別授業

＊他クラスの生徒が下校した金曜日８時間目に行っている

※当日は自力下校となります。



シンガポール初のリベラルアーツカレッジであるYale-NUS Collegeの卒業生講師陣

のもと、模擬国連（MUN）のルールに沿ってSDGs（持続可能な開発目標）につい

ての議論を進めます。特に民族多様性や人種的調和についてシンガポール人講師の

視点も踏まえて多角的に考えます。教室内でのディスカッションだけでなく、少人数グ

ループで1つの国を担当し調べ学習を進めていく中で、地球市民としての自分の意見や

考えをまとめ発信する力を養います。

少人数グループでの課題解決探究活動を通して国際社会での問題について考え、

様々な学習ツールを活用しながら解決策を考えていきます。自分たちで立てた問いに対

する答えを、シンガポール人講師の指導のもと探究的に考え、学術論文にまとめ、最終

発表を行います。プレゼンテーションでは質疑応答にも対処できるよう準備を進めます。

希望する生徒は学外の大会である Global Leadership Link に参加し、発表する

経験を得ることができます。

Global Citizenship Enrichment program １年生

Project-based learning for SJSS ２年生



表 生徒が協働して設定した社会問題のテーマ（2019年度2年生の例）

Raising Awareness about the Poverty situation in Singapore to the Japanese 
community（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙの貧困問題）

Using imagery to raise awareness on the situation of deforestation
（身近な環境問題の周知）

Spread Information of Medical Robot and Improve Healthcare Quality
（医療における地域間格差）

How can we educate SJSS students and parents about smartphone 
addiction?（生徒のｽﾏｰﾄﾌｫﾝ依存対策）

How can we adopt a program using AI to help SJSS students to improve 
their Math ability? （AIでの学習支援）

Project-based learning for SJSS



アジア４ヵ国の生徒たちと一緒に、オンラインワークショップに参加します。「Invention

Challenge」では、日常の社会で起こる問題を解決する試作品を制作し、検証を行いそ

の結果および過程を発表します。

オンライン状況下の発表を通して、発表ビデオ制作を含めたプレゼンテーションスキルや効

果的なポスターの作り方を学びます。今年度は1年生の生徒４名および２年生の国際教

養ゼミから３グループが希望制で参加しています。

Global Leadership Link Online

GLLオンラインワークショップの様子



グローバルクラスの英語力について

CEFR
TOEFL Junior Standard

(Total)
TOEFL iBT

(Total)
英語検定

C1 95～ 1級

B2 845-900 72〜 準1級

B1 785-840 42～ 2級

A2 730-780 準2級

中学2年生目標 中学3年生目標

英語スコア到達目標



グローバルクラス過去の進路状況

早稲田渋谷シンガポール校・筑波大学附属高等学校・
東京学芸大学附属高等学校・東京都立日比谷高等学
校・開成高等学校・関西学院千里国際高等部・桐蔭学
園高等学校・立命館宇治高等学校・早稲田本庄高等
学院・Singapore American School・Dover Court
International School ･Canadian International
School・International Community School・香港
インターナショナル校



・将来的に、留学して海外で学ぶ、海外で働くことを考えている生徒

・進学時に国内外で、英語を使って学ぶ高校を選択肢に考えている生徒

・英語で学校生活を送り、英語力を伸ばしたい（維持したい）生徒

・日本のカリキュラムの数学と理科を、英語でも学びたい生徒

・予習型の学習スタイルにより、自ら学ぶ姿勢を習慣にしたい生徒

（日英両言語の学習ではやるべきことが倍になり、忙しくはなります）

グローバルクラスを薦めたい生徒



入級審査について

シンガポール日本人学校 中学部
グローバルクラス



募集要項①

令和３年度 新中学１年生 30名程度

【募集定員】

【入級審査内容】

以下を総合的に判断

1. 学科試験
数学（算数）と理科。（※日本語で実施） 各30分

※標準的な日本の教育過程で６年生の11月までに習得した内容

2. 面接試験 日本語での面接、英語でのスピーキングチェック 15分

3. 出願書類 願書の志望動機書 英語資格やそれまでの成績など



募集要項②

1. シンガポール日本人学校中学部1年生への新入学を認められた者。

日本の学校以外から入級を希望される場合は、11月13日（金）ま

でに本校への編入学試験に合格する必要があります。

2. グローバルクラスの目指す生徒像に共感し、入級意志が固い者。

3. 新中学１年生で下記に示す英語力を有する者。

 実用英語技能検定3級、TOEIC Bridge® 130点 、

TOEIC® Listening & Reading 345点、TOEFL Junior® Standard 640点

以上を満たさない場合は、出願資格はないものとする。

※ 体調については、日ごろから十分に注意をし、試験に臨んでください。欠席等に対する

追加受検はありません。ご家族含め医療機関からのMCが発行された場合、試験当日

の朝の検温で体温が37.5℃以上の場合、シンガポール政府からの通達によるSHNや

LOA期間中は試験を受けることができません。

【出願資格】



募集要項③

【入級審査日について】
日時：令和２年12月5日（土）

08：20  集合

08：40 算数 入級資格確認試験 （30分）

09：25 理科 入級資格確認試験 （30分）

10：00 本人面接・英語スピーキングチェック開始

（終わり次第、各自下校）

12：30  最終終了予定

持ち物：①筆記用具 ②上履き ③受験票

④セーフエントリーができるもの（Finナンバー、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等）

⑤読書用の本など ⑥軽食
※受験者数が多い場合は面接と学科が前後する可能性があります。



募集要項④
【合格発表】

日時：令和２年 12月８日(火)

志願者の指定された住所に合否通知書を郵送します。

※合否のお問い合わせには応じられません。

【出願方法】
下記の期間に、中学部事務室までお持ちください。

日時：令和２年 11月18日(水) 9:00〜11月20日(金) 16:00

（シンガポール時間）〆切厳守

出願の際の来校予約を11月2日（月）10:00より開始します。

本校ウェブサイトから行ってください。

※シンガポール国外から受験される方は、個別にご相談ください。



出願に必要な書類
(1)入級願書・受験票 本校所定の書式

(2)成績表のコピー

小学5年生、小学6年生1学期の成績表（出欠状況を含む）のコピー
（学校が発行する成績証明書は不要です）
1. 学校名、本人氏名が分かる部分の成績表のコピーを添付してください。
2. 外国語で記載されている場合は、原本に日本語訳をつけてください。
3. 学期制が違う場合は、直前に発行された成績表までを提出してくださ
い。
4. コロナ禍の影響含め上記成績表が発行されないなど条件を満たさない
場合は、出願時「成績表のコピーに関するチェックリスト」にその旨をご記入
ください。

(3)成績表のコピーに
関するチェックリスト

必要事項の確認のために、「成績表のコピーに関するチェックリスト」を
成績表のコピーに添付して提出してください。

(4)英語資格証明書
のコピー

以下の英語資格の証明書のコピーを提出してください（新中学１年
生）。
実用英語技能検定3級、TOEIC Bridge®130点、TOEIC® 
Listening & Reading 345点、 TOEFLJunior® Standard640点
1. 一番上位の資格を提出してください。入級審査に用います。
2. 相当する資格について、ご心配な場合は事前に個別でご相談ください。

(5)受験料
受験料はS＄107（シンガポールドル・GST込）です。
小切手「宛先：The Japanese School Singapore」、もしくは現金
でお持ちください。



入級手続きについて

【授業料】
メインストリームクラスの月額授業料に、S＄299.60(GST含む)を追加

【入級手続きについて】

1. 合格者へは１月上旬に、「お支払いご案内等必要書類」を郵送い
たします。

2. 校納金支払期間に、必要書類と小切手（または現金）を事務室
へ持参し、支払い手続きをしてください。

説明は以上となります。
ご不明な点などの質問お待ちしております。


