
仙台二華の
国際バカロレア

2021年4月からスタートしました。
2020年９月１日，本校は国際バカロレア機構から

IB World School（IB認定校）に認定されました。

二華から世界へ
― きみたちのフィールドは無限だ ―

　2021 年４月，仙台二華高校の国際バカロレアがスタートしました。東北地方の公立高校としては初めて「国際

基準の授業」を提供します。

　世界の人々とともに働きたい，世界の人々の力になりたい，世界の平和に役立つ仕事をしたい，日本のことを世

界に理解してもらうために役立ちたい。そのような仕事を夢見ているみなさんにとっては，仙台二華のバカロレア

は夢を現実にしてくれるプログラムです。

　バカロレアの学習はけっしてたやすいものではありませんが，世界中でバカロレアを学ぶ高校生は目を輝かせて

それぞれの学習に果敢に立ち向かっています。仙台二華から世界を目指しましょう。

宮城県仙台二華高等学校　校長　伊藤　　俊　

　国際バカロレア（IB：International Baccalaureate）は，1960 年代にスイスで開発された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インターナショナルスクールを卒業した後，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たと言えます。

文部科学省 IB 教育推進コンソーシアム事務局「国際バカロレア認定のための手引き」より

IB の目的は，以下に挙げる IB の意欲的な使命に要約されています。

　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，チャレン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きます。

国際バカロレア機構「国際バカロレア（IB）の教育とは？」より

●国際バカロレア（IB）とは

IB 棟イメージ図（令和３年 12 月完成予定）



　「IB の学習者像」は，「IB の使命」を
10 の人物像で具体的に表現したもので
す。
　「IB の学習者像」は，IB 生および IB
教師にとって最も重要なことは何かを
振り返るための指針となるよう，プロ
グラムの中心に位置づけられています。
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●IBの学習者像

●本校でのDPの授業

作者や作家が「月」に
込めた意味や思いを，様々な時代

や場所でつくられた詩歌や小説から生徒
がグループごとにひもといていき，その類
似性や違いについて議論することで，文

学作品の味わいかたを学んでいき
ます。

「TOK」は，私たちが普段，
違和感なく受け入れている「考え」，

「事実」を「本当にそうなの？」と問い
かけてみることを通して，「知る」とい
うことがどういうことかを考えてみ

ます。

学習内容を他の
場面でも応用で
きるようにする
深い理解

授業での学び
と現実社会の
結びつき

目標に対して，自分は何
ができて何ができないの
かを意識しながら，学習
を進めることができます。

探究的な活動
協働的な学び

「生物」の授業で学習した「遺
伝」の内容から，「遺伝子組み換

え作物」の功罪についてグルー
プで議論します。

「CAS」は，学んだことを試した
り，社会のために役立つことをしてみ

たりできる，自主的で自由な活動の時間。
2 年間にわたり毎週約半日が CAS の時

間として確保されています。

リサーチスキルリサーチスキル

コミュニケーションスキルコミュニケーションスキル

思考スキル思考スキル

自己管理スキル自己管理スキル

社会性スキル社会性スキル

「生物」の授業で学習した「遺
伝」の内容から，「遺伝子組み換

え作物」の功罪についてグルー
プで議論します。

「生物」では，「遺伝子」の分野
から，組換えの功罪についてグ
ループで議論します。

作者や作家が「月」に
込めた意味や思いを，様々な時代

や場所でつくられた詩歌や小説から生徒
がグループごとにひもといていき，その類
似性や違いについて議論することで，文

学作品の味わいかたを学んでいき
ます。

「日本
語Ａ文学」では，作者や作家が

「月」に込めた意味や思いを，様々な時代
や場所でつくられた詩歌や小説から生徒が

グループごとにひもといていき，その類似性
や違いについて議論することで，文学作

品の味わいかたを学んでいき
ます。

「TOK」は，私たちが普段，
違和感なく受け入れている「考え」，

「事実」を「本当にそうなの？」と問い
かけてみることを通して，「知る」とい
うことがどういうことかを考えてみ

ます。

「TOK」では，
私たちが普段，違和感なく受け入れ

ている「考え」や「事実」を，「本当に
そうなの？」と問いかけてみることを通
して，「知る」ということがどういう

ことかを考えます。

「CAS」は，学んだことを試した
り，社会のために役立つことをしてみ

たりできる，自主的で自由な活動の時間。
2 年間にわたり毎週約半日が CAS の時

間として確保されています。

「CAS」では，学んだことを
試したり，社会のために役立つ活動

として実現するための，自主的・自律的
な活動の時間。2 年間にわたり毎週約半
日が CAS の時間として確保されてい

ます。

〔DP教科・コア科目とスキルの関連付け〕

　本校では，IB の４つのプログラムの中で，主に高校生を対象とする２年間のディプロマ・プログラム（DP）を高校２・
３年次で開講します。DP の授業では，「生徒に理解してほしいこと，身に付けてほしいスキル」が何か，それはどのよ
うな評価をすれば身に付いたと判断できるか，そのためにはどんな学習活動をすればよいかを考えた上で単元の設計を
行っています。生徒の学習の仕方の多様性を尊重し，評価も多様な形で行われますが，学んだ知識やスキルを実社会で
使うのと同様の場面で使えるかどうかを見て評価を行うこともあります。



●本校のIB類型に適した生徒

●本校で設置するDP科目

海外の大学へ進学し，世界の人々のため
に貢献したいという高い志をもっている
生徒

自分で調べたり，それをもとに仲間と議
論したりすることで理解を深めていくこ
とが得意な生徒

広く社会や自然に興味があり，新聞や本
をたくさん読んでいる生徒

授業で疑問に感じたことを，どんどん深
く掘り下げて考えることが好きな生徒

海外大学
進学希望

協働的な
学び

興味・関心の
広さ・深さ

探究心
の強さ

〔DPの科目〕
６つの教科群（外円）と３つのコア科目（内円）

〔コア科目〕

SL
(standard level)

150時間/２年間

HL
(higher level)

240時間/２年間

TOK (Theory of Knowledge)【知の理論】

「知識に関する問い」を立て，我々が「知る」ということがど
ういうことなのか探究する。現実社会の事例を批判的思考に
よって分析し，新しいものの見方や考え方ができるようにする。

CAS (Creativity,Activity,Service)【創造性 / 活動 / 奉仕】

創造的な思考を伴う芸術的な活動，健康的なライフスタイルの
ために行う身体的活動，無報酬で行う奉仕活動といった３つの
活動を体験する。活動は自分で計画し，振り返りを行うことを重
要視している。

EE (Extended Essay)【課題論文】

６つの教科群の中から１つ探究領域を決めて，個人研究を行う。
英語で実施している教科の場合は 4,000 語，日本語の場合は
8,000 字の論文にまとめる。

 　　  はIBの科目
赤字は，授業が英語で行われる科目
DPの授業は原則２コマ連続で実施
２・３年次は隔週土曜日は午前授業を実施

「類型」とは，目的や進路希望に合わせて作られた科目群のこと
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〔IB類型理系２年生の時間割例〕

月 火 水 木 金 土
1 日本語

文学 数学 歴史 物理 英語 物理
2
3

物理 化学 英語 数学 TOK 数学
4

昼休み
5 体育 保健

化学
CAS

体育
6

歴史 日本語
文学 化学

7 LHR

〔IB類型文系２年生の時間割例〕

月 火 水 木 金 土
1 日本語

文学 化学 歴史 地理 英語 日本語
文学2

3
化学 地理 英語 数学 TOK 英語

4
昼休み

5 体育 保健
数学

CAS
体育

6
歴史 日本語

文学 地理
7 LHR



●IB類型選択生徒の３年間のスケジュール

●Ｑ＆Ａ

４月 入学時ガイダンス（IB生の学校生活）
 PTA総会（DPの説明・選考方法等）

５月 科目選択説明会
生徒・保護者DP説明会

６月以降 IB類型選択希望調査
 プレ IB〔IB 類型希望者対象〕
 　体験授業・キャリアカウンセリング
 　（隔週土曜午前）
 　エッセイ提出・面接

10月 IB類型選択者選考・決定

11月以降 隔週土曜午前授業
 ※IB類型選択者のみ

４月（上旬） 授業ガイダンス・DP開始

６月 三者面談

夏まで 内部評価

夏以降 海外の大学への出願開始
 国内大学のAO・推薦入試等

10月 予測スコア，三者面談

11月 IB最終試験（外部評価）

宮城県仙台二華高等学校　宮城県仙台市若林区連坊１丁目４－１　tel:022-296-8101
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IB類型に進んでも，日本の高校の卒
業資格は取れますか？

IB類型の科目を日本の学習指導要領
上の科目に読み替えるなどして，本校の普
通類型の生徒同様に仙台二華高校を卒業で
きます。

Q1

A1

IB類型に進んでも，部活動や行事，委員会な
どに参加できますか？

参加することはできますが，課題が多くなっ
たり土曜日に授業が入ったりするために，他の生徒
と全く同じような活動はできなくなるかもしれませ
ん。顧問の先生と相談してください。

Q4

A4

英語での授業があるようですが，英語力が心
配です。

英 語 で 実 施 す る 科 目 は 日 本 人 と 外 国 人 の
ティームティーチングで実施しますので，理解でき
ないときには日本語で質問することができます。し
かし，試験は全て英語で行われますし，課題や連絡
の多くは英語で行われますので，個人の継続的な努
力も必要です。

Q5

A5

IB類型に進むと海外の大学しか受験できない
のでしょうか？

国内の大学もAO入試や推薦入試，国際バカロ
レア入試などでの入学は可能です。ただし，通常の
高校のように大学受験に向けた学習内容を網羅する
ような授業は行いません。 

Q6

A6

IB類型に進むのに特別な試験を受け
る必要がありますか？

特別な試験を受ける必要はありませ
ん。入学後の約半年間の体験授業やキャリ
アカウンセリング，エッセイの提出や面接
を経て，本人の進路希望と適性を考えて10
月頃に選考されます。

Q2

A2

IB類型に進むことで必要経費はどれ
くらいかかるのでしょうか？

特別な授業料はかかりませんが，
２・３年次の２年間で教材費や最終試験の
受験料等で30～50万円ほどかかる見込み
です。

Q3

A3

高
校
二
年
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高
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︶


