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SUPERMEDIA REG.NO.:53057499C  

Singapore’s dads will jump 

next to their daughters. 
In October 2015 Mr.Yuki Aoyama, a 
Japanese photographer, is going to visit 
Singapore to take photographs of 12 pairs 
of fathers & their daughters at popular 
spots with tourists or ones full of the 
atmosphere of Singapore. 
 
Yuki Aoyama is one of the leading 
Japanese photographers. Publishing 36 

photographic collections, he has hold exhibitions in Japan and in several foreign 
countries. His latest book “Musume (daughter) to Sorariman (Dads jumping 
next to their daughters)”(2013) became a mega hit. The serial sold over a 
hundred thousand copies and rose to second place in Amazon Japan Best 
Sellers Rank.  
The 37-year-old photographer with a bachelor’s degree in psychology produces 
his works on the motifs of salarymen or schoolgirls that are symbolized being in 
Japanese society, reflecting his own view of puberty or his image of father in them. 
He sets his sights on conveying the peculiarity of intricate human relationship in 
Japan through simple visual communication. 
“Dads jumping next to their daughters” series has moved into the world 
spotlight and introduced by BBC (UK), The Independent (UK), The Daily Mail 
(UK), Metro (UK), Quarts (USA), CNN(USA), Spiegel (Germany) and 
E24(Norway). Now Mr.Aoyama hopes to make fathers all over the world jump 
next to their daughters in front of his camera. He is planning on taking 
photographs in Taiwan, New York, Singapore and Belgium this autumn. 
In Singapore Mr.Aoyama will not only take photographs but also hold a 
photographic work shop for amateur photographers who aim to be a professional 
one, a photo exhibition and an autograph session in a bookstore. 
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 October 10 October 11 October 12 
AM Photo shooting: 

Dads jumping next to their 

daughters 

Photo shooting: 

Dads jumping next to their 

daughters 

Personal photo shooting: 

 

PM Promotion @ Books 
Seminar for Pro-

photographer 1 

Party with media 

Lecture Job as Artist@ 
Japanese association 
Seminar for Pro-

photographer 2 

Seminar for Pro-

photographer 3 

Photo exhibition ( from 

Oct.9 through Oct 12 

 

Oct. 10(Sat) 〜12 (Mon), 2015  NY→SG 

Join us in shooting by Yuki Aoyama, a Japanese leading photographer and 
author of "Dads jumping next to their daughters" 

      Photographer’s Models Urgently 
Required! 

Jump  

    DAUGHTERS!! 
GET A CHANCE TO HAVE YOUR PICTURE WITH YOUR 

DEAREST TAKEN BY A JAPANESE LEADING 

PHOTOGRAPHER, YUKI AOYAMA. HIS WORKS HAS 
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BEEN FEATURED ON WORLD-WIDE MEDIA SUCH AS 

BBC AND CNN. 
                             

https://www.facebook.com/supermedia
singapore 
 
Application Form for 
Photographer’s Models 
SUPERMEDIA REG.NO:53057499C 
Father’s Name:  
 

Daughter’s Name:  

E-mail Address:  
 

Mobile Phone No.:  

Where did you get this form?  
 
Self-Introduction:  
 
1. Kindly fill out this application form and take a photo of it with IPone and like 
that , and then send it with a snapshot of yourself and your father /daughter to 
info@supermedia.jellybean.jp  
2. We will choose some pairs of fathers & daughters based on an impartial 
screening, and then will contact only the finalists.  
3. After the event your personal information will be discarded immediately.  
4. The right of portraits taken in this shooting event and the right to publish them 
belong to us.  
5. This application form is distributed at the event sponsors’ office, shop or 
restaurant & so on.  

6. Send a photograph taken by you for  

We are also inviting entries for a photograph on the theme “Dads jumping next 
to their daughters” competition from the public. Please send your best shot to 
https://yuki-aoyama.eventbrite.sg 
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センター試験の廃止と IBDP  
 

代々木ゼミナール、全国模試を廃止 センター試験の集計も中止 

http://www.huffingtonpost.jp/2014/08/25/yoyogi-seminar_n_5712485.html 

予備校講師になりたてでもいきなり年収数千万円もらえる時代をつくったのは代ゼミだった。 

一コマ 90 分の授業料が 2500 円、大教室に４００名なら、100 万円の収入。講師に時給 10 万円

支払っても十分ペイする。 

講師の方は、大学受験本科なら朝から授業があるので、現役の時間帯と連続で、午前 2 コマ、

午後 2 コマ、夕方から夜までにさらに数コマで合計で日給で 100 万円も可能だったバブル時

代、税金対策に講師の個人法人をつくって、ポルシェで通勤の講師もいた。 

大学の大衆化で教育の薄利多売が出来たから、時代に乗り時代をつくった代々木ゼミナール。 

だから時代が変われば、消え去るのが潔い。 

センター試験 なぜ廃止検討？――多様な学力に対応 限界 

http://bizacademy.nikkei.co.jp/culture/nikkey/article.aspx?id=MMACc3000016012014 

塾や予備校、いや明治以来の学校教育はある意味、薄利多売をめざして成功していた。 

富国強兵・殖産興業は日本が生き残るために時代の要請だったから、良質な工場労働者をつ

くるための集団教育は間違っていなかった。 

このように過去形で語るのは、もちろん日本が先行モデルを追いかけていけば経済発展で

きる状況でなくなったからだ。 

世界との比較でわかった「日本人給料高すぎ」の実態 

http://diamond.jp/articles/-/38861 

豊かさは感じられないかもしれないが、いまも日本人は世界ではトップレベルのお金持ち。 

その収入を維持して、いまの生活レベルを維持するためには、工場労働的生産性では追いつ

けない。 

そこそこの大学に入ってそこそこの会社に正社員で就職できれば、年功序列・終身雇用でそ
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こそこの生活レベルで老後も安泰、なんて時代は戻ってこない。 

5 年後廃止？大学センター試験見直しの裏側 

http://toyokeizai.net/articles/-/14613 

センター試験廃止だけで学力向上するわけはない。要は共通一次もセンター試験も薄利多

売型教育のツールだったわけだ。 

二極分化が完全分離に向かうから従来型の集団教育対応の試験は形を変えて残すことにな

るが、よりよい生活レベルをサバイバルするには、そういう層を求める大学はすでに別の試

験を模索・導入し始めている。そして高校側も対応を決めた。 

 
日本語で始まる発信型教育  

 

早稲田大学の博士論文調査にみる「ネグレクト」の痕跡 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/enokieisuke/20140726-00037547/ 

そういえば大学では作文の書き方指導さえ習わなかった。最近は小論文入試があるので、受験

勉強のなかで習うのかもしれないが、国語表現の授業はあっても十分な指導はなかなかなされ

ない。 

学期中に１～2 回、添削指導があればいいほうかもしれないが、その理由は教師の多忙だ。 

40 人クラスを２つ担当すれば１００人近い生徒の作文をひとりで添削することになる。よっぽ

ど特技がある教師でないと最初から諦めてしまう。 

ところがインター校の IBDP 日本語の授業は演習形式で、毎週のように添削するが、クラス数

名でやっている。この授業だけで、大学入試の小論文対策は十分。 

日本語に限らず、IBDP のカリキュラムは発信型であって、自ら考え思考を練磨し、他人に理

解してもらえるように話したり書いたりする能力を重視する。 

国際バカロレアの 3 つのプログラム 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/1308000.htm 

日本のセンター試験にあたるものは、アメリカでは SAT、イギリスでは GCE だが、IBDP は大

学の教養課程レベルまで学ぶ、もっともハイレベルな試験・カリキュラムだ。 

さらに試験・カリキュラムと書いたのは、その場限りのテストではなく継続的な課題の提出な

ど様々な基準で総合的な評価がなされるからだ。 
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Cambridge IGCSE 

http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/ 

IB は良いことずくめのようだが、たとえばシンガポールのインター校には IBDP の前に IGCSE

を履修させるところがある。 

GCE の国際中学版で日本のカリキュラムに似て、基礎的な知識も覚えこませる。 

つまりいくら自分で考えさせるといってもそのための知識が皆無ではムチャ。実際に、日本の

義務教育をしっかり修了してきた生徒の方が、ずっと海外で英会話がペラペラな生徒より

IBDP で良い成績をあげる例が多い。 

子曰：学而不思则 罔。思而不学则 殆。 

http://rongo-chinese.seesaa.net/article/181849293.html 

受信まったくなくて発信はただの独りよがり。 

そのことは十分踏まえたうえで、いま日本に必要なのは発信型教育と言おう。 

政治や経済の重要な職についている方が海外では、沈黙は金なり、と言い訳して黙って言いく

るめられている現状はすぐに打破しなければならない。 

 

 

IBDP 合格率９７％のシンガポール  

 
Singapore comes out tops for the fourth year in International Baccalaureate exams  
http://www.straitstimes.com/breaking-news/singapore/story/singapore-comes-out-tops-
the-fourth-year-international-baccalaureate-e 

IB のアジアパシフィック本部はシンガポールに置かれている。 

Singapore — Good Schools Guide International 
http://www.gsgi.co.uk/countries/singapore/ 

シンガポールには UWC やオーストラリアンなど IGCSE から IBDP に接続させるハイレ

ベルな私立の IB 校もある。 

日本人の生徒が単独でも学べるのは、寮やホームステイの制度があるからだろう。 

それでなくても母子でシンガポールの公立や私立の学校に留学する例は極めて多い。 

教育立国シンガポールが誇る『未来の学校』に迫る 

http://www.nhk.or.jp/worldnet/archives/year/detail20130407_295.html 
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シンガポールの公教育システムは、 

４歳から６歳までのプレスクールに始まり、１２歳までの小学校、１６歳までの中学校そし

て１９歳までの高校さらに大学となる。 

小学校修了試験 PSLE でその後の進路がほぼ決まるので大変だ。 

シンガポールの教育制度 

http://dennischia.com/2013/01/14/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9D
%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E5%88%B6%E5%
BA%A6/ 

中学卒業はイギリスの教育システムの GCE による、N か O レベル試験、高校卒業は A レ

ベル試験を受ける。これはアメリカの SAT のように個人受験も可能だ。 

Singapore Examinations and Assessment Board 
http://www.seab.gov.sg/aLevel/syllabus/privateCandidates/2015_GCE_A.html 

シンガポールの求人サイトには、上記のどのレベルが採用条件か明記されているので、将来

の仕事にも学校での成績が直結している。 

http://job-search.jobstreet.com.sg/singapore/browse/specialization.html?sal=1 
 
 

そもそも IBDP って何だ？ 

 

IB 教育のプログラム紹介 

http://geic.jp/international-baccalaureate/ib_programs 

IB はインターナショナル・バカロレア International Baccalaureate のことで、 

国際バカロレア委員会が提供する国際教育プログラム、 
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DP はディプロマ・プログラム Diploma Programme で、国際的な大学受験資格。 

要は IBDPを取得すれば無試験で世界の一流大学へ入学できる可能性がある、ということ。 

IB 認定校入学のメリット 

http://geic.jp/international-baccalaureate/advantages-of-ib 

日本のセンター試験は高校 2 年生までの内容で、アメリカの統一試験である SAT とほぼ同

レベル。イギリスの GCE は高校 3 年生レベル以上、IBDP は HL ハイヤーレベルだと大学

の教養課程以上の内容になる。 

つまり世界のトップレベルを目指すのなら IBDP をお薦めしたい。 

国際バカロレアについて 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/index.htm 

日本政府はこれから教育予算を IBDP にかけていくことを決定した。 

 
 
  
The IB Diploma Programme 
http://ibo.org/diploma/ 

IB 本部のホームページから次号以降は日本語で詳しく紹介していく。 

とりあえず、自動翻訳を活用してほしい。 

https://translate.google.com/?hl=en&tab=oT 
 

ワールドジャンパーとは、翻訳データベース ＋ 機械翻訳 ＋ 人間翻訳を組み合わせ、 

高品質な翻訳を圧倒的な早さとコストで実現するサービスです。 

http://www.worldjumper.com/ 
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IBDP 何でも相談室 

 

創刊号だから仮想の質問 

IBDP って、日本語でやって意味あるんですか？ 

仕事サバイバル用語集 

年収 300 万円なら十分“勝ち組”に？ http://diamond.jp/articles/-/7842 

給料の「無限デフレスパイラル」が始まった 

大手企業 225 社の平均年収ランキング(2013 年) 

http://kyuuryou.com/w227-2013.html 

団塊の世代、高度成長、、、などで示された時代に就職していれば、頑張って出世しな

くてもボーナスが保証され、途中で首になることもなく、毎年の年功序列で給与があ

がっていく、そういう労働条件でありえた。 

しかし特に年功序列が終了した、新しい働き方の世代にとっては初任給がずっと続

いていくとしたら、年収平均 200 万円以下になるのも当然だ。 

しかも終身雇用も終了しているので、一方的な会社都合で無職になる可能性は誰に

だってある。 

http://diamond.jp/articles/-/7842 
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もう大学も就職も海外にするんで、英語だけやってればいいんじゃないの？ 

 

お答え：シンガポールでは小学生でも英検 1 級レベルの英単語を使っています。 

ホーカーセンターという庶民向け食堂の店員も英会話はペラペラです。 

英語だけやっているだけでは、そんなものです。 

日本語や中国語などと自由に変換できなければ語学力ともいえません。 

イギリス人がシェークスピアを読んだことがなければ教養のない階層だと思うでしょう。 

仕事相手にできないかもしれません。 

日本人で古典が読めなければ、どうでしょうか。 

たとえば英語が出来る日本人が外資系に就職したら、たいてい日本の取引先の、日本語のビ

ジネス文書や、場合によっては難解な法律のような契約書類を読んで、書くことまで担当さ

せられるでしょう。 

 
すでに始まっている日本の IB 教育 

横浜インターナショナルスクールは 90 周年を迎えますが、世界で 2 番目に設立されたインタ

ーです。 

http://www.yis.ac.jp/ 

もちろん IB 教育でも先進校で、日本でもすでに多くのインター校が IB を実践しています。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/1307998.htm 

http://www.plazahomes.co.jp/info/school/ 

国際的な評価団体認定外国人学校一覧（平成 26 年 6 月 12 日現在）文部科学省のホームページ

から 

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/006.htm 

まだすべての学校が IBDP を採用しているわけではありませんが、日本の学校でも IBDP が始

まっています。 
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英語で学ぶ四谷大塚の算数テキスト公文式の次のステージ 

「世界一の学力がつく シンガポール式算数ドリル」が売れているように、日本でもシンガ

ポールの教育のレベルは評判です。シンガポール式算数はシンガポール教育省の公式テキ

ストをみると、バーモデルに特徴があるようです。 

しかしバーモデルはいわゆる線分図で、日本の四谷大塚などが半世紀も以前から使ってい

る方法で、さらに高度な面積図や天秤図などもあります。 

一方、シンガポールでは日本の公文式算数が有名ですが、高学年になると文章題への応用が

難しいようです。子供たちの将来を決める PSLE という小学校卒業レベル判定試験には、

また別のアプローチが必要です。 

そこで私たちは、シンガポールで２０年ちかくほぼ全会員を難関校に合格させ続けている

SUPERMEDIA の協力を得て、ハイレベルなローカル向けに、英語で四谷大塚の算数を教え

ることにしました。 

もちろん日本人子弟も、わかりやすく英語の解説も入れながら算数を学ぶクラスをご利用

いただけます。学年・グレードごとに無理なく全員をトップに導いていく英語初心者向けの

クラスにまずご入会ください。 

当初は若干名だけ特別なプロモーション価格でお引き受けいたします。お気軽にお問い合

わせください。無料の入会説明会もご用意しています。 
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こう変わる日本の大学入試  

 

センター試験、５年後メド廃止へ 新試験の実施、誰がいつ 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1703P_Y4A110C1CC0000/ 

「２０１８年をめどにセンター試験廃止」を高校生はどう思ってる？ 

http://journal.shingakunet.com/exam/14840/ 

つまり 1 回だけの試験で、大学合格後に有効な能力は測れない、から。 

 
 
「日本語 DP」の開発・導入について - 文部科学省 
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0

CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mext.go.jp%2Fb_menu%2Fhoudou%2F26%2F05%2F_

_icsFiles%2Fafieldfile%2F2014%2F05%2F12%2F1347737_01.pdf&ei=PestVNn1Lo3huQTD5IC

oBA&usg=AFQjCNGXUlyUF3rkwHVi4DYTxbUzjA_s6Q 

 

 

「我が国では、国内の認定校等を、２０１８年度までに２００校（平成 26 年４月現在：１９

校）に大幅に増加させる目標を掲げている。」 

２０１８年というところから、実際には上位校がセンター試験の代わりに IBDP を採用する方

針がみえてくる。 

 

 

          
  

18 
 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1703P_Y4A110C1CC0000/
http://journal.shingakunet.com/exam/14840/
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mext.go.jp%2Fb_menu%2Fhoudou%2F26%2F05%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2014%2F05%2F12%2F1347737_01.pdf&ei=PestVNn1Lo3huQTD5ICoBA&usg=AFQjCNGXUlyUF3rkwHVi4DYTxbUzjA_s6Q
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mext.go.jp%2Fb_menu%2Fhoudou%2F26%2F05%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2014%2F05%2F12%2F1347737_01.pdf&ei=PestVNn1Lo3huQTD5ICoBA&usg=AFQjCNGXUlyUF3rkwHVi4DYTxbUzjA_s6Q
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mext.go.jp%2Fb_menu%2Fhoudou%2F26%2F05%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2014%2F05%2F12%2F1347737_01.pdf&ei=PestVNn1Lo3huQTD5ICoBA&usg=AFQjCNGXUlyUF3rkwHVi4DYTxbUzjA_s6Q
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mext.go.jp%2Fb_menu%2Fhoudou%2F26%2F05%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2014%2F05%2F12%2F1347737_01.pdf&ei=PestVNn1Lo3huQTD5ICoBA&usg=AFQjCNGXUlyUF3rkwHVi4DYTxbUzjA_s6Q
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mext.go.jp%2Fb_menu%2Fhoudou%2F26%2F05%2F__icsFiles%2Fafieldfile%2F2014%2F05%2F12%2F1347737_01.pdf&ei=PestVNn1Lo3huQTD5ICoBA&usg=AFQjCNGXUlyUF3rkwHVi4DYTxbUzjA_s6Q


 

 

 

 

 

スーパーメディア http://supermedia.press.ne.jp/ 

合格速報（2014 年１０月現在）マルボロカレッジ（中等部）OFS から合格。関西学院

大学（経済）早稲田渋谷から合格。帯広畜産大学(共同獣医学)UWC 

から合格。毎年の全生徒数は少数精鋭ですから、若干名の受験生だけでの成果です。（受

験生は毎年２名前後です。）ひとりひとりのエリート教育 2013 年までの会員の合格実

績（１９９８年から毎年１～２名の受験生） OFS から早稲田大学の政経学部と人間科

学部、UWC から東京大学の医学部（理Ⅲ）、メルボルン大学の医学部と浜松医科大学（医

学部）、慶応大学の法学部、AIS から早稲田大学の国際教養学部、 

ISS から日本大学の芸術学部、早稲田渋谷シンガポールから早稲田大学（建築）と（政

経）内部進学、アメリカンから東京大学の経済学部（文Ⅱ）、日本 

人中学から筑波大学附属駒場高校や早稲田渋谷高校（特待）、カナディアンから国際基督

教大学附属高校（ICU）、浦和明の星・早稲田本庄（女子）・都 

立西・豊島岡合格。中学受験生は、OUTRAM SECONDARYSCHOOL（EXPRESS 

COURSE）・ 世田谷学園・桐朋女子・白鴎・江戸川取手・啓明学院 

合格。小学校受験生は愛知教育大付属・桐蔭学園編入合格。 
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なぜ IBDP は就職に有利か 
 

いま企業は即戦力を求めている。 

営業先でプレゼンし、会議ではディスカッション出来る人材を求めている。 

おとなしく指示待ちで、協調性をもってやっと行動する、そんな社員では会社が生き残れない。 

 

しかし明治以来の日本の学校教育はそのようなサラリーマンを効率よく大量生産するシステム

だ。 

IBDP の教育は、積極性を重視し、プレゼンテーションやディスカッションの授業がふつうにあ

り、主要な評価項目になっている。 

だから IBDP で鍛えられた人材は即戦力になる。 

 

いま日本では、 

大卒者の就職率は、６割程度。 

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/153810.html 

そのうち、上場企業に就職するのは、 

大企業の就職に強い大学 10 校を紹介する大学就職ランキング 

http://www.university-navi.info/feature/enterprise/ 

によると、早稲田大学でも３割程度。 

つまり上場企業に就職する大学生は２割以下。 

就職に強いわけではない、ごくふつうの大卒ならコネがあっても５％以下かもしれない。 

いまどき真面目に大学を出て、一部上場企業の正社員になれるのは、 

芸能人で成功するくらいの超絶レベルかもしれない。 

http://matome.naver.jp/odai/2129534562345574601 

でも芸能人こそコミュニケーション能力が必須。 
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実は就職の時代は終わり、各自がプロフェッショナルとして起業する時代になってきてい

る。キーワードは社内起業、個人請負、みなし正社員ついでにカラ求人。 

 
 
生きる力を重視している IB 教育 

 

必須科目であるＴＯＫは哲学、価値観の激変する時代にあっても自ら考えて生き方をつくる。 

ＥＥは卒論にあたるもので、ここまででレポートをたくさん書き繰り返し添削を受け、コピペで

ない論文が書けるようになっている。 

ＣＡＳは現場での行動、実践力を養成するプログラムで、この３つがＩＢＤＰの核になる。 

一般科目には母国語・外国語・社会・理科・数学・芸術の６分野が決まっていて、数学は必修な

ので、いわゆる理系・文系などの区分けはない。 

授業内容は、レポート、プレゼン、ディスカッションが中心で、ただ教室に座って黙って勉強し

ていれば良い成績がつくわけではない。 

 

 

 

 

〒107-0062  東京都港区南青山 2丁目 2番

15 号 ウィン青山 942    

 スーパーメディア Tokyo Office 

ここで英会話レッスンはじめます。 

 
https://reserva.be/supermedia 
 

楽しくなければ話せない！ 
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日本の IB 校リスト   

日本における認定校の数は 27 校である。 文部科学省のホームページから 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/1307999.htm 

IBDP を実施しているのは以下であるが、入学を検討されている方は直接、最新情報をご確認ください。 

セント・メリーズ・インターナショナルスクール 東京都 ○ 

カナディアン・アカデミー 兵庫県 ○ 

サンモール・インターナショナルスクール 神奈川県 ○ 

横浜インターナショナルスクール 神奈川県 ○ 

清泉インターナショナル学園 東京都 ○ 

関西学院大阪インターナショナルスクール 大阪府 ○ 

加藤学園暁秀高等学校・中学校（※加藤学園暁秀高等学校・中学校ウェブサイトへリンク） 

http://www.katoh-net.ac.jp/GyoshuHS/j_index.htm 
静岡県 ○ 

ケイ・インターナショナルスクール東京 東京都 ○ 

広島インターナショナルスクール 広島県 ○ 

福岡インターナショナルスクール 福岡県 ○ 

名古屋国際学園 愛知県 ○ 

玉川学園中学部・高等部（※玉川学園 K－12 ホームページへリンク） 

http://www.tamagawa.ed.jp/ 
東京都 ○ 

AICJ 中学・高等学校（※AICJ 中学・高等学校ホームページへリンク） 

http://www.aicj.ed.jp/ 
広島県 ○ 

立命館宇治中学校・高等学校（※立命館宇治中学校・高等学校ホームページへリンク） 

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/ 
京都府 ○ 

ぐんま国際アカデミー（※ぐんま国際アカデミーホームページへリンク） 

http://www.gka.ed.jp/ 
群馬県 ○ 

同志社国際学院 京都府 ○ 

インディア・インターナショナルスクール・イン・ジャパン 東京都   ○ 

ホライゾン・ジャパン・インターナショナルスクール 神奈川県  ○ 

 リンデンホールスクール中高学部（リンデンホールスクール中高学部へリンク） 

http://h.lindenhall.ed.jp/ 
福岡県       ○  
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個人留学できる IB 校 

シンガポール編  

UWC などは寮をもっている、AIS オーストラリアンはホームステイで大丈夫だから本人だけで留学の生徒がいる。 

もちろん学校やガーディアン（代理保護者）が保証して学生ビザがとれる。 

父親の急な本帰国でも母親と一緒なら大丈夫のところもある。 

早稲田渋谷高校は寮生の比率がとても多くなっている。 

ジョホールバルのマルボロカレッジは本来は全寮制だ。 

中国や韓国から母子留学の小中学生はとても多い。 

個人留学の中高生のための語学学校も寮を持っている、もしくはホームステイ先を紹介してくれる。 

そのような語学学校は数か月で特訓して、シンガポールの公立学校に送り込んでくれる。 

いきなり海外にはちょっとという方々のためには、インター校のサマースクールや語学学校の短期留学も便利だ。 

 

そのままシンガポールから無試験合格  

私が直接担当した生徒の実例では、早稲田大学も慶応大学も東大の経済も、いわゆる試験はなく、作文と面接だけで合

格している。理系は数学と理科はペーパー試験を受けるのが普通だが、日本からの一般受験よりは楽ではないだろう

か。 

だから、小学校から母子だけでシンガポールにいやってきて、インター校から大学入試の例は日本人でも増えている。 

駐在赴任に同伴で、父親だけ本帰国の例はあまりにも多い。 

 

いっそシンガポールで起業してしまおう  

１９９７年のアジア金融危機のとき、本帰国命令が出た企業の駐在員が脱サラして、シンガポー

ルで日本人元駐在員による起業ブームをつくった。シンガポールは好景気が始まったばかりだ

ったから、成功者が続出した。 
その少し前から、超一流商社などを脱サラして日本料理店で大成功するパターンが知られてき

ていたし、シンガポールは起業環境が抜群で、日本と比べればほとんど無資本でも起業できる。

また日本の製品、サービスへのシンガポール人の信頼も厚く、日本人がつくった店ならば取りあ

えず利用してみようという勢いがある。 
カラオケ機器の営業をやめてラーメン屋をはじめ、短期間に上場してしまったり、独身女性が広

告会社をやめてマッサージ店を一人だけで始めてすぐに毎日の純益が S$1000 を越えたり、その

ころが第一次起業ブームか。 
その後、何回かのブームを経て、もう日本人による起業は定着してしまった。 
いまや日本中の優良商品や優良サービスが狭いシンガポールで集中して享受できると錯覚しそ

うになる。 
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IBDP の卒業生松井詩      

（シンガポール UWC 卒・ 

帯広畜産大学獣医学部） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IB を 取得したことで一番良かったと思う 

点は、高校生活という一度しかない時間を 

勉強、スポーツそして自分の将来について 

考える時間の 3 つを作れたことです。 

 IB では自分の興味をもつ 6 つの教科を 

選択し、かつ HL を 3 つ選択することで 

更にその教科の知識を深めることができ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ます。 

大学に行ってから知ったのですが、 

その範囲がとにかく広く日本の高校の範囲 

の先、大学の専門的なものまで学ぶことが

できました。勉学だけにとどまらず、IB プ

ログラムにはスポーツ等のアクティビティ

やボランティア活動もプログラムの一環と

して含まれており、充実した高校生活が送

れたと今改めて感じています。 

私は研修先でいったタイで野生動物と触れ

あい、その生態系に興味を持ち、今は獣医

という夢をもつことができました。 
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シンガポールのインターナショナルスクール 

 

シンガポールのインター校の特徴については基本的に各校のホームページを確認して、最

新情報を入手し、そこから学校見学を申し込んでほしい。 

シンガポール政府の私立学校の案内はこのページです。 

Registration Status of Private Education Institutions (PEIs) in Singapore 
https://www.cpe.gov.sg/for-students/registration-status-of-private-education-
institutions-peis-in-singapore 

シンガポールの教育省のページはここ。 

List of Private Schools 
http://www.moe.gov.sg/education/private-education/school-list/ 

日本人ブロガーのこのページも参考になります。 

シンガポールで暮らす！！ 

http://ameblo.jp/lifeinsg/entry-11142101941.html 

こちらには学校公開日の日程もあります。 

Equator まであと一歩・シンガポールより 

http://sinmerengu.exblog.jp/23347878/ 

つまりインターネットの時代には予備情報は、ホームページから入手し、親子で直接出かけ

て行って雰囲気を体験する、これが大切です。 

Google などで「シンガポール インター」「シンガポール 塾」「シンガポール 家庭教師」 

「シンガポール IBDP」などと検索してみましょう。 
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イギリスのホームページ、Singapore — Good Schools Guide International 

http://www.gsgi.co.uk/countries/singapore/ 

によると、以下のうち６校が評価されています。 

(UWCSEA) United World College of South East Asia (Singapore) (Dover Campus) 
(UWCSEA) United World College of South East Asia (Singapore) (East Campus)  
Canadian International School (Singapore) 
Chatsworth International School (Singapore) 
Dover Court Preparatory School (Singapore)   
EtonHouse International(Singapore) 
German European School Singapore 
International School of Singapore (ISS) 
Lycee Francais de Singapore 
Overseas Family School (Singapore) 
Singapore American School  
Swiss School Singapore 
Tanglin Trust School (Singapore)  
The Australian International School (Singapore) 

あくまでもイギリス人による評価で、 

Times Higher Education による世界大学ランキング 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-
ranking 

が英語による教育を評価基準にしていて、ドイツ語やフランス語や日本語で大学教育を行

っている大学に不利なように、日本人にとっては独自のチェックポイントがあるでしょう。 

 

ESL など英語準備過程があるのか、逆に日本人ばかりのクラス構成になっていないか、日

本語の IGCSE や IBDP がきちんとあるのか？などなど。 

日本の大学へも進学実績があるのかも日本人にとっては大切なポイントでしょう。 
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アメリカンからは東大の経済、UWC からは東大の医学、オーストラリアンからは早稲田の

国際教養、OFS からは早稲田の政経、みな帰国子女枠や AO 入試です。ちょっと思い出す

だけでもインター校からの受験はきわめて有利です。 

 

以下の情報誌も便利です。 

シンガポール発海外教育情報誌サイト 

http://spring-js.com/singapore/singapore02/international/ 

IBDP[Kindle 版] 

http://www.amazon.co.jp/ 
 

大学進学のための IBDP や SAT、GCE などの取得を目標とするカリキュラムがインター校

の特徴だが、日本人には IELTS や TOEFL など英語能力証明の提出も要求する大学が少な

くない。 

ここで、最近注目され日本でも導入の決まった IBDP について少し詳しく説明しておく。 

国際バカロレアについて 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/index.htm 

文部科学省のこのホームページには、「DP (Diploma Programme)は 16 歳～19 歳までを対

象としており、合格すると、世界各国で認められている大学入学資格を得られる最終試験が

あるプログラムである。」とある。 

実際の授業は、自分で考え情報を発信できる能力を育成することに重きが置かれ演習形式

で行われるため、クラスの人数は数名から十数名に限定され、ディスカッションや小論文指
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導が十分になされる。 

ただ IB のカリキュラムは知識の暗記などは家庭教育に任されているため、日本式に基礎教

育を行う IGCSE を DP の準備過程に採用するインターが多い。 

IGCSE コースは日本でいう中学３年生から２年間の過程であるため、日本人学校からの編

入は中学２年生までが相応しい。学年を落としての編入は受け入れられなくなってきてい

るので注意です。インターのメインストリーム（ふつうに英語授業が受けられるレベル）か

らなら IBDP の始まる高校２年生からでも編入できる。 

インターの新学年は８月中旬が多いので夏休みからが入学しやすいが、途中編入も学校に

よっては可能だ。なおオーストラリアンスクールは南半球なので１月中旬が新学年になる。 

 

小中学生からの編入学は、英語や算数・数学の試験がある場合でもクラス分けテストに過ぎ

ないことが多く、入りやすいが、日本語を母語として生まれた児童の場合はデメリットもあ

るかもしれない。 

バイリンガルにするつもりがセミリンガルになってしまうことがあるので、低学年からの

インターは、日本語授業の有無や補習校の活用、漢字検定などでフォローを心がけたい。 

ほかに考えられるインター校のデメリットは、算数・数学のレベルは日本人にとってはもの

足りない、英単語はわざわざ教えてくれない、英文法の授業は無い場合が多い、もちろん英

文和訳はやらない、でしょうか。 
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日本人にとって注意するポイントは他に、旅行などの隠れた費用・長期休暇・食堂のメニュ

ー・日本人担当の有無・本帰国の場合に寮やホームステイで残れるか、などなど。 

学費に関しては高校部で年間３万 S ドル前後。ただし年間の休みが２か月のオーストラリ

アンから半年近くあるインターまで多様なので、クラスの人数、学校の施設、カリキュラム

ほか総合的に判断したい。 

 

さて大学入試はふつう、インター校に２年以上で帰国子女受験の資格になるが、中学高校入

試は日本人学校からでもよい場合が多い。 

帰国便利帳も参考になる。 

http://www.kikoku-benricho.com/education/education-1.php 

入試科目が減ったり、作文・面接だけになったりするが、事前に書類で審査される。 

英語は出来て当たり前の前提なので英検はあまり評価されない、検定なら数検特に漢検の

方が役立つ。 

 

なお日本におけるインター校の扱いは、文部科学省によると、 

「イン ターナショナルスクール又はいわゆるフリースクールなどへの就学については現

行制度では学校教育法第 1 条に定める学校への就学とは異な り、就学義務を履行している

ことにはなりません。」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/index.htm 

ということなるが、同時に、 
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「学校教育法は日本国内において効力を有するものとされており、同法に定める就学義務

も、日本国内に居住する学齢児童生徒を持つ、国内居住の 日本国籍の保護者に対して課さ

れるものと解されています。」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1310253.htm 

ということでもある。 

 

 

広 告 料 金： A4 相当全面カラー１頁 S$1150 カラー１/2 頁 S$５７６ 

              カラー１/４頁 S$２８８  カラー１/８頁 S$１４４ 

             ＊モノクロはカラーの半値です。 

              CM 制作、JAPAN-TV での放映も承ります。 

仕事サバイバル用語集 

インターン採用 

「報酬：報酬は支給致しません。但し、昼食相当分として、出勤日１日につき１，０

００円を支給致します。」 

ある大企業の長期インターンシップの「労働条件」だが、ここで実績を積んで卒業後

に正社員に採用の思惑が、もちろん採用される側にある。 

いきなり正社員になって働き始めてみて、自分に合わないからすぐに退職というの

を避ける、実体験で企業訪問が出来るのは、もちろん良いことです。 
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IBDP の日本語 

DP コースは高校最終の２年間で、本部試験が修了時に実施される。 

 

そのうち日本語の試験問題をひとつだけみてみよう。 

IB Japanese A1 Higher Level Paper 2 
http://www.examtestprep.com/IB/Higher-Level/Japanese/2005/IB-Japanese-A1-Higher-
Level-Paper-2-2005.html#pdfsection_bfb3ffc9-page_1 
ペーパー１は抜粋した文学作品の読解問題、ペーパー２は既習作品をもとにした比較問題。 
どちらも原稿用紙に縦書きで１２００字以上の小論文でこたえる。９０分から２時間が制限時

間。詳細は、レベルによって異なる。 
文学の HL ハイヤーレベルと SL スタンダードレベル、言語と文学の HL と SL から日本人は選

択することが多い。 
言語と文学の場合はペーパー１は文化・時事問題の、いわゆる小論文になる。 
 

問題中のパート３というのはカリキュラムでの４つのパートのこと。 
たとえば、あるインターのパートごとの課題図書は、ハイヤーレベル文学の場合は以下のように

なる。PLT や PLA というのは IB 本部が決めた作品リスト。 
 

パート１は３０００字＋８００字の小論文で事前に提出、パート２と４は口頭で発表する。 
 
 
 
 
Japanese A- literature HL.  (Y11-12) 
 
Part 1 Works in Translation 3 from PLT  

『道徳経』   前６C 中国   論文 
http://www.1-em.net/sampo/sisyogokyo/Laozi/index.htm 

『ファウスト』 19C ドイツ  戯曲（青空文庫） 
『センスアンドセンシビリティ』 19C イギリス 小説   
 
Part 2 Detailed study 3 from PLA (Different Genre) 
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萩原朔太郎  『純情小曲集』 詩集   大正（青空文庫） 
吉本隆明  『言語にとって美とはなにか』論文 昭和 角川ソフィア文庫 
村上春樹 『1Q84』 小説 平成  
 

Part 3 Literary Genre 4 books  from the PLA（Same genre: poetry） 
俵万智 『一人百首』 短歌 2１C 
http://www.gtpweb.net/twr/sakuhin.htm 

寺山修司 
http://homepage2.nifty.com/jinrai/page013.html 

与謝野晶子 
http://www.aozora.gr.jp/cards/000885/files/51307_47033.html 

石川啄木 
http://homepage2.nifty.com/takubokuken/newpage8.html 
 
 
 
Part 4 Options 3 Works in any combination Different genres/periods/countries 

『神曲』    ダンテ   戯曲 イタリア 14C（青空文庫） 
『論理哲学論考』 ウィトゲンシュタイン オーストリア 論文 20C 岩波文庫 
『幾度目かの最期』 久坂葉子 随筆 日本    20C （青空文庫）  
https://ibpublishing.ibo.org/live-
exist/rest/app/tsm.xql?doc=d_1_a1lan_tsm_1105_1a_e&part=1&chapter=6 
 

言語と文学の場合は、文学作品以外に文化・時事問題の演習がある。 
 
 

以下は、また別のインターの、言語と文学の課題図書。 
 
Japanese A- language & literature SL.  (Y11-12)    
 
PART 1   

社会科学 
学問のススメ 福沢諭吉 
PART 2  

時事問題 
ハイ・イメージ論 (ちくま学芸文庫) 吉本隆明 
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PART 3  

外国文学 
ガンディド（Candide ） ボルテール フランス  
The reader ベルンハルト・シュリンク   ドイツ  
PART 4   

日本文学 
１Q８４ 村上春樹 （Murakami Haruki)  
銀河鉄道の夜 宮沢賢治 Miyazawa kenji   
 

言語と文学では実際のニュース記事の分析も行う。 
 

IBDP 日本語で特徴的なのは、口頭発表だろう。 
小論文もどんどん書いていくので、発信能力、プレゼンテーション能力が身に付く。 
 

余談だが、英語の授業も読み聞くと同様に書き話すことが大切にされているので、日本の英語教

育と違って、いつまでたっても英会話が出来ないということがない。 
 

２年目の後期に以上の課題を本部に提出し、それから最終試験をうける。 
１年目はそのための演習で、途中に何回かの校内試験がある。 
 

これもあるインターの第１年目の、つまり日本での高校２年生の定期試験の具体例だ。 
これを制限時間９０分で解答する。それぞれ 1000 字程度。 
 

1 次の中から論題を一つ選んでエッセイ（小論文）を書きなさい。 
（IBDP の過去問から、問題本文は省略） 

2 「私の言語の限界が私の世界の限界を意味する。」という言葉について解説せよ。 
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次号予告 

２０１５年８月予定 

坪井大恵（早稲田渋谷シンガポール高校から早稲田大学・建築）撮影：青山裕企  
教育の現場から～巻頭インタヴー：  

原子朗先生 （早稲田大学名誉教授）  

日本でも始まったIBDP教育と大学進学（シンガポール日本人会での講演レポート）  

IBDPのためのIGCSE特集  
個人留学できるIB校 イスカンダル編  

IBDPの学生・卒業生～エミカ・ゴーブル（マレーシア マルボロ・カレッジ在学）  

 

仕事サバイバル用語集 

20 代の平均年収 

http://doda.jp/careercompass/hitome/nenshu.html 

2010 年 8 月 1 日～2011 年 7 月 31 日、正社員として就労している 22 歳～29 歳の 

ホワイトカラー系職種の男女ということですが、 

男性正規率 78.9％、女性 42.3％ 

http://www.garbagenews.net/archives/1954673.html 

の傾向がこれから更に強まる。正社員が少数派になりパート・アルバイト 

http://bylines.news.yahoo.co.jp/fuwaraizo/20140315-00033439/ 

が新しい働き方になる。 

フリーターの年収の実態を賃金構造基本統計調査を参考に詳しく調べました。 

によると、年収 100 万円がふつうの時代になりそうです。 

http://heikinnenshu.jp/tokushu/freeter.html 
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ハイスクール・ダ ブルディグリー・プログラムはじまりました！ 

インター校や SUPERMEDIAなどに通いながら日本文部省の高校卒業

資格が取得可能です。スーパーメディア家庭教師会員のために調査書作

成などを代行し、授業料の半額を支援しています。すでに 1 名決定しま

した（インターから新高３ に編入）。来年の 6 月を待たずに今年の 10

月に日本の大学が受験でき、来年の 4 月から大学生になります。 

15 歳以降に取得の在籍の教育機関（日本人中学校やインター校など）の

在籍証明と日本大使館からの海外在留証明をご提出ください。 

これは日本国内や海外世界中の方にもご利用いただけます。 

学校外で義務教育、容認案 フリースクールや家庭学習 

イン ターナショナルスクール又はいわゆるフリースクールなどへ

の就学については現行制度では学校教育法第 1 条に定める学校への就

学とは異なり、就学義務を履行していることにはなりません。 

学校教育法は日本国内において効力を有するものとされており、同

法に定める就学義務も、日本国内に居住する学齢児童生徒を持つ、国内

居住の日本国籍の保護者に対して課されるものと解されています。 
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IBDP の数学 
 

離散数学や、いわゆる統計学が特徴的。 

Maths Higher-Level Past papers 

http://www.examtestprep.com/IB/Higher-Level/Maths/ 

日本人の強みである数学はこのレベルまでおさえておかないと中途半端だろう。 

数学検定の準１レベル以上が要求される。http://www.su-gaku.net/about/index.php 

ためせ実力! 数学検定準 1 級実践演習 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4627048912/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&ca

mp=247&creative=1211&creativeASIN=4627048912&linkCode=as2&tag=suken06-22 

こちらでやっておけば大丈夫です。 

インター校での数学は自己責任のエリート教育らしく、中学生あたりまでは簡単すぎ

て拍子抜けするが、IBDP に入るといきなり達人レベルを要求される。 

その点、日本の数学はアルゴリズムに沿ってカリキュラムが完備されているので、数

検などを利用して、誰でもハイレベルにたどり着ける。 

途中をはしょらないことが肝心だ。 

インター生に数学を教えてきて驚いたことは、計算は電卓に任せて公式集を利用しな

がら、解く過程を重視した記述問題であることは当然として、あるテキストで二次曲

線が直線になっていたことだ。 
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日本人は周囲の環境であるｘ軸とｙ軸に合わせるが、なんと自分に周囲を合わせるよ

うに、ｘ２乗軸とｙ２乗軸をつくっていた。 

これも文化的多様性というのだろう。 

IB Math HL Paper 1 & 2 

https://www.youtube.com/watch?v=ToqhNbBKNw8 

 

リンク先に行けるカラーのデジタル版は、AMAZON または DLmarket の 

SUPERMEDIA IBDP と検索してご購入ください。 

SUPERMEDIA のホームページからもダウンロードできます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCI(P)143/11/2014 
SUPERMEDIA 
REG.NO:53057499C  
TUITION SCHOOLS(80406) 
111 North Bridge Road  
#27-01 Peninsula Plaza 
SINGAPORE 179098  
supermedia@ruri.waseda.jp 
PHONE:65- 63891631 

デザイン斉藤慧楽 発行人 壷井雅子 

フリーペーパー版 明治屋、 

紀伊国屋書店にて無料配布 
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ミリオンセラーになった指原莉乃の写真集や橋本環奈など透明感のあ

るアイドル撮影で評判の写真家・青山裕企さんは BBC や CNN でも小

特集されている日本の代表的な芸術家でもあります。 

ワールドツアーの途中で、青山さんが 10 月シンガポールで、娘とソラ

リーマン撮影いたします。ご家族の宝物になるでしょう。将来の婚活

写真になるかもしれません。それが無料です。 

明治屋の CM もつくっています。いくつか映画監督もはじめました。

立体の造形作品もつくっています。写真撮影の理論書も書いていま

す。日本人会で講演もいたします。ご予約ください。アーティストの

仕事がテーマです。キャリアガイダンスですので、ご家族でお申し込

みください。 

シンガポール美術館やボタニックガーデンでも撮影します。写真のパ

ネル展示、写真集へのサイン会も、プロ写真家入門のワークショップ

も予定しています。 

日本でしたら、ありえない機会、ありえない費用、ご遠慮なくお気軽

にご利用ください。シンガポールでは特別に、一般の女性の方のポー

トレート写真も、これは有料ですが若干名お引き受けいたします。お

問い合わせください。 
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こちらをクリックしてお申し込みください。https://reserva.be/nihongo/about   

国語は勉強しても学力がつかないとよくいわれます。国語は誰が教えても同じだともいい

ます。実は国語には特別な指導法があるのに、誰でも同じだと思われて、専門家が教える場

合がきわめて稀だからです。 

スーパーメディア講師は、早稲田大学で高等学校教諭 1 種(国語科)免許状 を取得し、日本

では国語教育学会・日本近代文学会会員であり、最盛期の代々木ゼミナール受検本科講師で

もありました。 

明治書院の現代国語の教科書の編集者・川副国基先生の推薦によって教諭となった中学高

校では、中学や高校の入試問題の模範解答・採点基準の作成も担当していました。普通の塾

では担当者がいないせいか、減点もしくはゼロ点になるような「解答」で済ませているため、

悠々合格のはずの受験でなぜか不合格になり腑に落ちない思いをするようです。 

IBDP の日本語ＨＬをオーストラリアンインターナショナルスクールで教えている講師は、

毎年のように UWC や OFS などの受験生の小論文も担当して、最短では半年間の特訓で早

稲田・慶応・東大、最近では浜松医科大学医学科や帯広畜産大獣医学部に合格させています。 

その講師が８時間の国語・日本語完全特訓をこの夏休みに実施します。６名以上１８名以下、

お申し込み締め切りは７月末日です。必ず、受験予定大学の学部できれば過去問を提示して

お申し込みください。シンガポール日本人会で 8 月 30 日予定、無料。中学生も可。 

スーパーメディア東京教室  港区南青山 2 丁目 2 番 15 号 ウィン青山 942   
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