
 

 〇Model Global Stage〇  

MOIS 3rd graders all took part in the Model Global Stage during the week before summer vacation. Before 

the start, many students were nervous about working in groups with the visiting international guests. 

During all English, we were able to have some practice time. During the practice our message was, “This 

will be challenging but MOIS Students prepare for challenges.” On the first day, however, the students and 

guests quickly broke the ice and got to work with each other.  

 

First, MOIS students learned about the international guests’ home countries 

and also introduce our school to the guests. Many of the guests were 

impressed with the great facilities of our school. They were even more 

impressed with the pride MOIS students showed in their school.  

 

After the ice had been broken, students started the Model Global Stage 

Activities. Students used the special conditions of their countries to handle 

a wide variety of tasks. Students used their knowledge of chemistry to 

create medicines, they created infrastructure using their mathematical 

skills, and they developed their cultures by creating music.  

 

On the last day, students and international guests cooperated to present their experiences and what they 

learned. Through observing students, talking with them, and reading their daily reflection comments 

teachers could see that all students showed great GRIT. Finally, students were awarded for their efforts in 

an awards ceremony. Thanks to the MOIS students for a great new chapter of the MOIS Story!（Mr. Semans） 

 

夏休み前の週に Model Global Stage が開催されました。Model Global Stage が始まる前、多くの MOIS 生

が初めて出会うインターナショナルゲストとのグループワークに緊張していました。All English の時間に

MOIS 生たちは Model Global Stage に向けて課題解決の練習をする時間がありました。練習時のメッセージ

は「Model Global Stage は挑戦的なプログラムになるが、MOIS 生はそのような挑戦のための準備ができて

いる」ということでした。Model Global Stage 初日、MOIS 生とインターナショナルゲストはすぐに緊張が解

け、お互いに助け合いながら活動に取り組むことができました。 

初めに、MOIS 生はインターナショナルゲストの国について学んだ後、MOIS の紹介をしました。ゲストの

多くの方が MOIS の充実した施設に強い印象を持ちました。さらには生徒一人ひとりが MOIS の生徒として

持つプライドに感激しました。 

緊張が解けた後、Model Global Stage の活動内では生徒たちが様々な課題を解決するためにそれぞれの国

の特別な条件を使いながら活動しました。MOIS 生は化学の知識を使い薬品を作ったり、数学の技術を使いイ

ンフラストラクチャーとしてピラミッドを作ったりしました。そして音楽を創ることでその国の文化を発展

させました。 

最終日、MOIS 生とインターナショナルゲストが協力して Model Global Stage での経験や学んだことを発
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表しました。MOIS 生の素晴らしい「GRIT」の力を生徒の様子、生徒との会話、Daily Reflection から見るこ

とができました。最後に表彰式では生徒の多大な努力が表彰されました。MOIS 生のみなさん、MOIS という

物語の素晴らしく新しい一章をありがとう！ 

  

○生徒の Dairy Refraction より 

「プレゼンテーションは、自分の国について 3 日間やってきたからこそ、わかりやすく伝えることができま

した。午後は 3 日間を振り返るビデオを見ました。感慨深かったです。最後インターナショナルゲストの方と

別れるときは、少し寂しくなりました。それくらい思い出に残るイベントだったと思います。」 

「Model Global Stage の発表がありました。ポスターがあったので何を言うかは大まかに書いてあったけ

れどすごく緊張しました。特に先生が来たときはド緊張で発音とかが変になってしまいました。 

でも給食の後『よかったじゃん』と言ってもらえて MOIS の１年生から LA、EI、英会話を頑張ってよかった

なと思いました。でも、目標はペラペラになることなのでもっと単語を増やしたりしたいです。」 

毎日英語を使って話していたので、とても疲れましたが、世界の問題を解決したり、自分の国を発展させた

りするためにはどのようなことをしたらよいのか知ることができました。また、普段はあまり話さない人や話

したことがない先生とも話すことができたので、コミュニケーションスキルと身につけることができたと思

います。 

〇生徒総会〇  

7 月 13 日に第 1 回生徒総会が行われました。全校生徒による生徒 

総会は、生徒会の最高議決機関です。事前に決められた議題について 

議論を行い、可決または否決をする場です。今回の生徒総会は、大宮 

国際中等教育学校の学校憲章、校則、服装・頭髪規則、学校生活規則、 

生徒会規約等を暫定的なものから確定させ、執行していきます。 

生徒会執行部は、5 月から少ない人数・短期間で、既存のものを引 

き継いでいくわけではないのにも関わらず、何もないところから作り上げました。 

「流れがあらかじめ決めることができた。スケジュールの管理がよかった。役割分担をして活動を行えた。個

人が期限を守ってできたので計画的に進んだ。」「細かな計画。抜けている部分、不備があった。来年は枠がで

きたのでやりやすくはなったが４月から余裕をもって計画的に進めることが必要。」という成果と課題も見え

ました。これからも生徒主体、大宮国際中等教育学校の自治の強い部分を出してもらいたいです。 

○生徒の Dairy Reflection より 

学校憲章や校則についての答弁を聞いて投票をしました。実際に参加するまでどのようなものなのかイメー

ジがつきませんでしたが、しっかりと話を聞いて取り組めたと思います。また、今日の会を踏まえて、もう少

し学校全体に貢献できることがあれば積極的に取り組んでいきたいと思いました。 

 


