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国際バカロレアについての基礎知
識

■ 国際バカロレアとは
　国際バカロレア（IB：International  Baccalaureate）は，国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が提供
する国際的な教育プログラムです。元々は世界各国の外交官や国際機関職員などの家庭の子供たちが現地の学
校を卒業した後，母国の大学に進学するための入学資格を付与する目的で開発されました。教育制度の異なる
国々において同等に受け入れられる必要がありますので，一つの国の制度や内容に偏ることのない，世界標準
の教育プログラムとして発達しました。
　ＩＢは，元来，多様な国から集まった生徒のためのプログラムですので , その目的は，『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』にあります。
　その目的を果たすために，ＩＢ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。

■ ＩＢの学習者像
　「ＩＢの学習者像」は，ＩＢがどのような人物像を目指すのかを具体化したもので，「国際的な視野をもつとは
どういうことか」という問いに対するＩＢの答えの中核を担っています。具体的には，ＩＢ認定校が価値を置
く人間性を，以下の10の人物像として表しています。

■ ＩＢの教育プログラム
　グローバル化に対応できるスキルを身に付けた人材を育成するため，年齢に応じて，以下の４つの教育プロ
グラムを提供しています。

■ ＤＰのカリキュラム
　ＤＰのカリキュラムは，高校２・３年相当の２年間にわたっており，６つのグループ（各グループから１科
目ずつ選択し，計６科目を２年間で履修）と３つのコア科目（全員必修）から成ります。

１　探究する人 　　
２　知識のある人 　　
３　考える人 　　
４　コミュニケーションができる人 　　
５　信念をもつ人 

●ＰＹＰ（初等教育プログラム ) ３～ 12歳対象 
●ＭＹＰ（中等教育プログラム） 11 ～ 16歳対象 
●ＤＰ（ディプロマ・プログラム）  16 ～ 19歳対象　※仙台二華高校で導入予定 
●ＣＰ（職業関連プログラム） 16 ～ 19歳対象 　

【６つのグループ】

【３つのコア科目】

TOK（Theory of Knowledge ／知の理論）
CAS（Creativity, Activity, Service ／創造・活動・奉仕） 
EE（Extended Essay ／課題論文）

グループ１

グループ２

グループ３

言語と文学（母語）

言語の習得（外国語）

個人と社会

６　心を開く人 　　
７　思いやりのある人 　　
８　挑戦する人 　　
９　バランスのとれた人 　　
10　振り返りができる人

グループ４

グループ５

グループ６

理科

数学

芸術



■ 仙台二華高等学校へのＩＢ導入
　仙台二華高等学校では，社会のリーダーとして我が国や世界の発展に貢献できる人間を育成するという教育
方針の下に，開校当初から国際社会の中でたくましく生き抜く生徒の育成を目指して，様々な探究活動に取り
組んできました。また，平成26年度から５年間，文部科学省から「スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）」
に指定され，学校全体でグローバル人材の育成に向けた取組を推進してきました。このような先進的なグロー
バル教育への取組は県内外で高い評価を得ています。
　急速に進展するグローバル化に対応するため，宮城県においても，国際社会で活躍する人材の育成が求めら
れており，国際的な視野に立ち，世界の平和や発展に貢献しようとする態度を育てる教育的活動を今後さらに
推進していく予定です。そのための具体的な方策の一つとして，仙台二華高等学校に国際バカロレア・ディプ
ロマ・プログラム（ＤＰ）を導入することにしました。

■ ＩＢ類型の選択
●２年次から，文系，理系，ＩＢ類型の３つの類型に分かれます。
●ＩＢ類型の選択に当たっては，入学直後から生徒・保護者に対してガイダンスを丁寧に行い，選択希望者
　を募ります。ＩＢ類型選択希望者には，面談（保護者を含む），エッセイ（日本語・英語），インタビュー
　（日本語・英語）を実施する予定です。

■ 取得可能資格

■ カリキュラム（予定）

●必要な科目を履修し所定の単位を修得すると日本の高等学校卒業資格を取得できます。
●規定された科目（６つのグループと３つのコア科目）をすべて履修し，国際バカロレア最終試験に合格す
　ることで，国際バカロレア資格が認められます。国際バカロレア資格は，国際的に通用する大学入学資格
　として，世界の多くの国々において，幅広く認められています。

■ ＩＢの認定に向けて
　平成31年 3 月　候補校に認定
　令和２年 3 月　認定校申請（予定）
　令和２年10月　認定校決定（予定）
　令和３年 4 月　ＤＰ開始（予定）

■ 設置形態
●設置年度 ： 令和３年度（予定）
●学　　年 ： ２，３年次
●人　　数 ： 各年次25名程度（予定）
●プログラム ： 日本語ＤＰ
　　　　　　（「日本語と英語によるデュアルラン
　　　　　　ゲーシ・ディプロマ・プログラム」）

※ 各グループから１科目選択し，計６科目履修　　　※ HL：２年間で 240時間履修　SL：２年間で150時間履修

グループ名 設定科目 使用言語 １コマ授業時間
日本語Ａ：言語と文学（HL）
日本語Ａ：言語と文学（SL）
EnglishＢ（HL）
EnglishＢ（SL）
歴史（SL）
化学（HL）
化学（SL）
数学（HL）
数学（SL）
美術（HL）
経済（HL）
地理（HL）
物理（HL）
生物（HL）

グループ１　言語と文学（母語）

グループ２　言語の習得（外国語）

グループ３　個人と社会

グループ４　理科

グループ５　数学

１００分

グループ６　芸術

日本語
日本語
英　語
英　語
日本語
英　語
日本語
英　語
日本語
日本語
英　語
英　語
英　語
英　語

仙台二華高等学校におけるＩＢの
導入



宮城県仙台二華中学校・高等学校は，国際バカロレア（ＩＢ）ディプロマ・プログラムの候
補校（※）です。本校は， ＩＢワールドスクール（ＩＢ認定校）としての認定に向けた申請
段階にあります。  ＩＢワールドスクールは，「質の高い，チャレンジに満ちた国際教育に信
念を持って取り組む」という理念を共有する学校です。仙台二華高校も，このような教育に
取り組むことが，生徒にとって大切であると信じています。

（※）ＩＢの「初等教育プログラム」（ＰＹＰ），「中等教育プログラム」（ＭＹＰ），  「ディプロマ・
プログラム」（ＤＰ）の３つのプログラム（および「ＩＢキャリア関連サーティフィケイト」）
を実施することができるのは，国際バカロレア機構に認定された学校のみです。候補校であ
ることは， ＩＢワールドスクールとして認定されることを保証するものではありません。

Miyagi Prefectural Sendai Nika Junior and Senior High School is a candidate 
school* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB 
World School. IB World School share a common philosophy- a commitment to 
high-quality, challenging, international education- that we believe is important for 
our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic 
programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme 
(MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). 
Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

参考
　・国際バカロレア機構ホームページ　　https://www.ibo.org/
　・文部科学省ホームページ　　http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/
　・文部科学省ＩＢ教育推進コンソーシアムホームページ　　https://ibconsortium.mext.go.jp/

（国際バカロレア機構からの候補校決定通知文の抜粋）

（日本語訳）


