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国内における
国際バカロレア
推進

＜ＩＢ導入の３つの意義＞

①変化する社会に対応するグローバル人材の育成

✓ 幅広い知識の探究スキル、課題発見・解決能力、 コミュニケーション
能力等を育成

✓ 国際的な視野を持ち、ＡＩ等の技術革新、将来（Society 5.0）の社会
課題に対応するグローバル人材を育成

②初等中等教育の質の向上

✓ ＩＢと日本の教育政策の方向性は親和性が高い
✓ 「全人教育」を通じた主体的学びを重視し、初等中等教育の好事例を形成

③国際的通用性

✓ ＩＢ資格を活用した国内外への進路の多様化
✓ 大学の国際化・活性化



１．国際バカロレアについて
（普遍性を持った教育プログラム）

• 国際バカロレア機構(本部ジュネーブ)が提供するプログラム。

• 1960年代､UNESCOにおいて国際共通性を持つカリキュラムを開発する目的で誕生｡
世界中の146の国と地域に5256校の認定校 （2018年10月29日現在）

• インタラクティブな教育で課題解決能力を育成

• 世界の複雑さを理解して、そのことに対処できる生徒を育成

• 高校レベルのディプロマブログラム(DP)は､国際的に通用する大学入学資格

(IB資格)が取得可能。

国際バカロレア認定校等を2020年度までに２００校以上

＊未来投資戦略２０１８（平成３０年６月閣議決定）
＊平成３０年４月現在（計１２６校）
PYP：認定校２７校 候補校等２０校
MYP：認定校１６校 候補校等１１校
DP：認定校３８校 候補校等１４校

日本政府の方針



「語学力のみでなく、コミュニケーション能力や異文化を受容する力、論理的思

考力、課題発見力などが身につくIBディプロマ課程（16歳～19歳対象）は、グ

ローバル人材を育成する上で有効な手段の一つである。」

「ディプロマ取得者に対する社会における適切な評価も重要であり、大学入試に

おける活用や、企業も採用時や人材活用において適切に評価することなどが重

要である。」

「我が国においても、入試の際、TOEFLやTOEICなどの英語能力の4技能を測

定できる外部試験を活用することや、入試においてIB資格を活用する大学を拡

大することなども検討すべきである。」

２．経済界からIBへの期待

平成25年6月13日 日本経済団体連合会 「世界を舞台に活躍できる人づくりのために」
―グローバル人材の育成に向けたフォローアップ提言―



国際バカロレア（IB）は、多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平

和な世界を築くことに貢献する、探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成を目

的としています。

この目的のため、IBは学校や政府、国際機関と協力しながら、チャンレジに満ちた

国際教育プログラムと厳格な評価の仕組みの開発に取り組んでいます。

IBのプログラムは、世界各地で学ぶ児童生徒に、人がもつ違いを違いとして理解し、

自分と異なる考えの人々にもそれぞれの正しさがあり得ると認めることのできる人と

して、積極的に、そして共感する心をもって生涯にわたって学び続けるよう働きかけ

ています。

１．国際バカロレア教育とは？
３．国際バカロレア教育の理念

(The IB mission)

引用：国際バカロレア（ＩＢ）の教育とは
https://www.ibo.org/globalassets/what-is-an-ib-education-2017-ja.pdf



すべてのＩＢプログラムは、国際的な視野をもつ人間の育成を目指していま
す。人類に共通する人間らしさと地球を共に守る責任を認識し、より良い、より
平和な世界を築くことに貢献する人間を育てます。

探究する人 知識のある人

考える人 コミュニケーションができる人

信念をもつ人 心を開く人

思いやりのある人 挑戦する人

バランスのとれた人 振り返りができる人

４．IB学習者像について

引用：国際バカロレア（ＩＢ）の教育とは
https://www.ibo.org/globalassets/what-is-an-ib-education-2017-ja.pdfc



５．IBプログラムについて

引用：文部科学省IB教育推進コンソーシアム「IBとは」より
https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/



６．日本国内のIB認定校・教員養成校

AICJ中学高等学校
英数学館高等学校

ぐんま国際アカデミー中高等部

法政大学国際高等学校
聖ヨゼフ学園小学校

インターナショナル・スクール・オブ・アジア軽井沢
松本国際高等学校

加藤学園暁秀高等学校・中学校

茗渓学園中学校高等学校
開智望小学校

名古屋国際中学校・高等学校

立命館宇治高等学校

札幌開成中等教育学校

仙台育英学園高等学校
秀光中等教育学校

筑波大学附属坂戸高等学校
昌平中学校・高等学校

沖縄尚学高等学校

サニーサイドインターナショナルスクール

玉川学園
東京学芸大学附属国際中等教育学校

東京都立国際高等学校
千代田女学園高等学校

開智日本橋学園中学校・高等学校

山梨学院高等学校

リンデンホール中高学部
福岡第一高等学校

AIE国際高等学校

大阪女学院高等学校

玉川大学

筑波大学

都留文科大学

岡山理科大学

＊水色は国公立での
IB導入校

＊大学はIB教員養成
プログラムを提供



・6のグループで構成：各グループから1科目ずつを選択し、計6科目を2年間で履修。

＊ただし、グループ6は他のグループからの科目に代えることも可能。

・日本語DPでは、6科目中2科目（通常、グループ2（外国語）に加えて更に1科目）は、英語等で履修する必要がある。

７．DPのカリキュラムについて①

グループ名 科目別

１．言語と文学 言語A：文学、言語A：言語と文学、文学と演劇

２．言語習得 言語B（標準レベルおよび上級レベル）

３．個人と社会 ビジネスと経営、経済、地理、歴史、情報テクノロジーとグローバル社会、哲学、
心理学、社会・文化人類学、世界の宗教（標準レベルのみ）、グローバル政治

４．実験科学 生物、コンピューター科学、化学、デザインテクノロジー、物理、
スポーツ・エクササイズ・健康科学（標準レベルのみ）

５．数学とコンピュータ科学 数学スタディーズ（標準レベル）、数学（標準レベル）、数学（上級レベル）
数学（最上級レベル） ＊数学については改訂予定

６．芸術 ダンス、音楽、フィルム、演劇、美術

＊赤字は日本語DP対象科目 参考：http://www.ibo.org/diploma/



・6科目に加えて、以下の3つのコア・カリキュラムも履修

７．DPのカリキュラムについて②

カリキュラム 概要

Extend Essay (EE)

課題論文

学習している科目に関連した研究課題を設定して自ら調査・研究を行い、論

文としてまとめる（日本語の場合は8,000字）

Theory of Knowledge (TOK)

知の理論

学際的な観点から個々の学問分野の知識体系を吟味し、理性的な考え方と

客観的精神を養う。さらに、言語・文化・伝統の多様性を認識し国際理解を

深めて偏見や偏狭な考え方を正し、論理的思考力を育成する。最低100時

間の学習。

Creativity, Action, Service (CAS)

創造・活動・奉仕

教室以外の広い社会で経験を積み、様々な人と共同作業することにより、協

調性、思いやり、実践の大切さを学ぶ。最低150時間の学習

参考：http://www.ibo.org/diploma/



１．外部評価： 70～80％

・世界共通試験（国際バカロレア試験）を一斉に実施（５月・１１月）。

・IB試験官（約5,000人以上）が評価を実施。

２．内部評価: 20～30％

・評価の対象となる課題等は科目によって異なる。

・課題とその結果をIB試験官に提出し、必要に応じ調整等を行うことにより、

評価の客観性・正確性を確保。

８．DPの評価方法

参考：https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/



・45点満点中、原則として24点以上で国際バカロレア資格
（IBディプロマ）を取得

6科目：各7点（計４２点）
論文課題、TOK、CAS：計3点

・受験では、予測スコアに基づき、条件付き合格（オファー）を行い、
最終スコアが確定した段階で、最終的に合否決定を行う方法が一般的。

・結果の通知
5月に試験（北半球）：7月5日
11月に試験（南半球）：1月5日
※日本の一条校は、11月の試験を予定

９．IBディプロマ資格の取得要件

参考：https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/



IBスコアを活
用した大学の
入試事例



・入学のための教科要件やそれぞれのコースに必要とされる最低スコア、

DP見込み点(Predicted Grades)や言語能力を示す文書の提出などが求められる

・給付奨学金や他の機会など、IB生に対する特別な配慮がある

・IB成績に応じて大学単位の授与や飛び級の可能性

例: MathHL・SL 4を大学一年時の一般教養の数学の単位として認定する。

１０．海外入試のIB活用の特徴



・英国、オーストラリア、インド、ニュージーランド、スペイン等では、中央機関等がIBを含む各資格のスコア等

の統一的な換算表を作成。

・英国では、英国入試機構（UCAS）が、IBスコアを独自のTariff Pointに置き換えて換算表を作成するとと

もに、大学ごとに出願が必要なIBスコアの目安も作成し、受験者に提供。(以下、英国の例）

事例① 英国等の活用事例

参考：https://www.ucas.com/file/135026/download?token=5ZKU1-JP

IB スコア Tariff Point

45 720

44 698

43 676

42 654

41 632

40 611



事例① 英国の活用事例（入試）
ケンブリッジ大学

コース名 IB スコアの目安（全体） IB スコアの目安（科目）

自然科学 ４０～４２ HLで7,7,6または7,7,7を含む

哲学 ４０～４２ HLで7,7,6または7,7,7を含む

地理学 ４０～４２ HLで7,7,6または7,7,7を含む

音楽 ４０～４２ HLで7,7,6または7,7,7を含む

神学と宗教学 ４０～４２ HLで7,7,6または7,7,7を含む

史学 ４０～４２ HLで7,7,6または7,7,7を含む

古典：ギリシャとラテン ４０～４２ HLで7,7,6または7,7,7を含む

参考：https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses

（注）詳細については必ず各大学にお問い合わせください



事例① 英国の活用事例（入試）
キングス・カレッジ・ロンドン

参考：https://www.kcl.ac.uk/study/index.aspx

コース名 IB スコアの目安（全体） IB スコアの目安（科目）

物理 ３５ 数学と物理のHLの３つの科目で６，６，５

数学 ３５ 数学と高度数学のHLの３つの科目で６，６，５

古代史 ３５ HLの３つの科目で６，６，５

宗教、哲学、倫理学 ３５ HLの３つの科目で６，６，５

政治学 ３６ 化学と生物学のHLの３つの科目で６，６，５

栄養学 ３４ 化学と生物学のHLの３つの科目で６，５，５

生化学 ３５ 化学と生物学のHLの３つの科目で６，６，５

（注）詳細については必ず各大学にお問い合わせください



事例② 米国の活用事例（入試）

・各大学が独自のアドミッションポリシーに基づき選抜を実施

・特に競争性の高い大学を中心に、ＳＡＴといった共通試験の成績等

に加え、各大学によってＩＢの履修をプラス材料として推奨。

・入学後の科目履修免除等の特典付与にも活用

(例）ＵＣＬＡ：上級レベル科目のスコアが５の場合、

ほとんどのＩＢ資格取得者に単位が与えられる。



事例② 米国の活用事例（入試）
ボストン大学の例

出願要件等 ・高校において15単位（通年）を習得することが要件とされ、20単位の習得が推奨されてい

る。20単位には、英語（4）、数学（3～4）、社会科学（3～4）、科学（3～4うち実験科学3～4）

外国語（2～4）が含まれる。

・アドバンストプレイスメント（ＡＰ）や国際バカロレア（ＩＢ）を含む大学進学予備プログラムの

習得も要件とされており、その成績が最も重要とされている。

出願書類等 ・ＳＡＴreasoning又はＡＣＴwith Writingの提出が求められる（学科によってはＳＡＴ教科テ

スト２科目も必要。）

・各大学共通願書の他、ボストン大学用願書、高校内申書、高校３年生前期の成績、教員１

名からの評価書、正式な高校の成績証明書。

合否判定方式 ・総合的な評価であり、高校の成績証明書、標準試験の得点、推薦状、エッセイ、課外活

動の５つが選抜資料。最も重要な資料は高校の成績証明書とされる。

・高校におけるＧＰＡでは、ＡＰやＩＢなど大学進学予備プログラムをどの程度受けているか

という履修科目選択の積極さがより重要とされている。

参考：大学入試センター入学者選抜研究機構入試評価部門報告書「大学入試の標準化、多様化、及び精密化」（平成２５年３月）より作成

（注）詳細については必ず各大学にお問い合わせください



事例③ 日本国内の活用事例（入試）

ＩＢ取得者等に焦点を当てた入試例

〇筑波大学国際バカロレア特別入試

〇岡山大学国際バカロレア入試

〇都留文科大学国際バカロレア推薦入学試験

〇玉川大学国際バカロレアAO型入学審査

特別入試等の出願資格の中にＩＢ資格やスコアを活用

〇大阪大学学部英語コース特別入試

〇東京外国語大学帰国生等特別推薦入試

〇早稲田大学国際教養学部（ＡＯ入試）

〇国際教養大学ＡＯ入試

今
後
も
拡
大

国内では、５４大学で
IBスコアを入試で活用中

（平成２９年度１０月現在）

参考：国際バカロレアを活用した大学入学者選抜例（平成29年10月現在）
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/12/13/1353392_4.pdf

（注）詳細については必ず各大学にお問い合わせください



コンソーシアムがIB普及・促進を支援

文部科学省IB教育推進コンソーシアムは、日本国内におけるIB教
育の普及・促進のために以下の支援をいたします

・ IBプログラム導入を検討する学校等への支援

・ IB教育の効果に関する調査研究

・ IBに関する情報共有（ICTプラットフォーム AirCampus®）

・ IBに関するセミナー・シンポジウム等の開催

お問い合わせ先
アオバジャパン・インターナショナルスクール内
文部科学省IB教育推進コンソーシアム事務局
メールアドレス：consortium.info@aobajapan.jp


