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免許法施行規則に

定める科目区分 

教科又は教職に関する科目(小学校、中学校 英語・国語、高等学校 英語・国語) 

小学校        ：（教科又は教職に関する科目） 

中学校・高等学校   ：（教科又は教職に関する科目） 

 
＜授業概要＞ 
 国際バカロレア教育の背景にあるグローバル教育、21 世紀スキルをリサーチし、いくつかのトピックを学年別にプログラムとしてデザイン

する。プログラムをロールプレイによって実践し、パフォーマンス評価、エンパワーメント評価のプロトタイプをデザインする。毎回、講義とア

クティブラーニングはセットになって進行する。 
＜到達目標＞ 
国際バカロレア（ＩＢ）教育の PYP MYP DP CP に共通するアクティブラーニングと評価のエッセンスを学び、ＩＢ校のみならず一条校の通常

授業にも応用できるメタスキルを習得する。 
 
＜ディプロマポリシー＞ 
1. 基本的な学力、国際的な視野、教養、知性を伸ばし、合わせて、社会貢献する強い意志と倫理観を身につけてい 

る。 

2. コミュニケーション力、情報収集・活用力をのばし、自律的に学ぶ力、自己研鑽力を身につけている。 

3. 児童・生徒理解、自己理解、他者理解できる心理学的なスキルを修得している。 

4. 専門的な教育学の知識全般を修得し、クリティカルシンキング、創造的思考力、問題解決力を身につけている。 

5. 「アクティブ・ラーニング」「ICT の活用」「実践的道徳教育」「特別に支援の必要な児童生徒への対応」などの

指導力を身につけ、初等教育専攻のものにあっては「さまざまな教科の幅広い知識と指導力」、中等教育専攻の

ものにあっては「専門教科に関する高い知識と指導力」を修得している。 

 

 
＜学生へのフィードバック＞ 
授業中に行う。個人課題や提出物などに関するフィードバックが必要な学生はサポートアワーを活用すること。 
 
 
＜授業／AL の進め方＞ 
授業の前半では、担当教員による講義、後半では受講生の個人・グループ作業を含むアクティブ・ラーニングによ

り進める。 
 
＜利用する ICT 機器＞ 
パワポイント、インタネット、Google Forms, Kahoot! Google Classroom 
授業の資料は Classroom へ事前にアップロードまたは授業中に配布する。 
 
 
＜成績評価＞ 
    【評価方法】本講義は平常点を 50％、期末課題 50％で評価する。 
    【評価基準】平常点はミニ課題の提出、授業への積極的な参加を含む。期末課題は学生による学習成果の

プロジェクト（H P また授業内容を振り返る Quiz 作成）とする。5 回以上欠席した者は成績評価の対象外となる。 
 
 
＜教科書＞ 
使用しない。講義資料を配布する。 
 
＜参考書＞ 
赤羽寿夫他『国際バカロレア教育と教員養成：未来をつくる教師教育』、学文者、2020 年。 
 
 
＜受講学生へ＞ 
本授業は I B 教育の理論と実践を行なっている教員および研修者をゲスト講師として招聘する予定である。ゲスト

講師による講義日程を第一回目の授業にて紹介する。 
 
 
 



【授 業 計 画】 
第 1 回 

授業内容 
本授業のガイダンスおよび計画。21 世紀型スキルとは何か。 

国際バカロレア（IB）へのいざない。IB 教育の歴史およびミッションを理解する。  

事前事後学修 シラバスの熟読。国際バカロレア HP のリサーチを国際バカロレアの意義についてまとめる 

第 2 回 
授業内容 

IB 教育の学習環境の分析。IB 学習者像(learner’s profile)を理解する。 

  
事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 3 回 
授業内容 

世界と日本の教育改革を概観する。なぜ、IB 教育が注目を集めているのか。 
I B の Approaches to Teaching と Approaches to Learning を理解する。        

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 4 回 
授業内容 

IB 教育の本質を考える。IB 教育における評価(Formative, Summative Assessment)を理解す

る。IBDP(Diploma Program)の模擬授業の実践例から IB 教育の本質を理解する。              
 

 

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第５回 

授業内容 
IB 教育の特徴とコア科目（TOK（知の理論）, EE（課題論文）, CAS）の役割を理解する：TOK 授

業の学習目標と学習方法の良い面と良くない面は何が考えられるか？全員で分析する。 

                                                                          
 

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第６回 

授業内容 
TOK 授業を主体的・体験的に学ぶ：知るための方法（WOK）、知の領域（AOK）とは何か？効果的な

知識に関する問いとは何か？全員が「知識に関する問い」を作成、相互に比較対照する。  

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 7 回 
授業内容 

TOK 授業と学習の方法を関連付ける：IB にて重要な「学習の方法」の概念を理解する。２限に実

践した TOK 授業とどのように関連づけるか？グループにて検討する。         

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 8 回 
授業内容 

IB 教育における「厳格な評価の仕組み」： 受講者の高校時代の評価のあり方とも比較しなが

ら、学習・評価一体型の IB の学びについて、実感できるようにする。  

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 9 回 
授業内容 

IB 教育における「問い」： 「主体的・対話的で深い学び」をもたらす問いとはどのようなもの

か、DP 歴史と「歴史総合」における問いの例を比較しながら考察する。  

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 10 回 
授業内容 

IB 教育における「概念」： IB 教育がなぜ「概念」理解を重視しているのか、DP 歴史の学びに

おいて概念がどのように活用されているのか分析する。  
事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 11 回 
授業内容 

IB における TOK(Theory of Knowledge)の位置付けを理解する。知識の理論とは何か。

  
事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 12 回 
授業内容 

日本の学校現場において IB 教育をどのように展開すれば良いのか。学生によるディスカ

ッションとプレゼンテーション。  
事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 13 回 
授業内容 

IB 研究の最先端を理解する。IB 教育はどのように、なぜ見直されているのか。 
  

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 14 回 
授業内容 

国際バカロレアにおける小論文の学び。Extended Essay の小論文の問いを作成する。  
 

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 

第 15 回 
授業内容 

本授業のまとめ。授業で学んだことを振り返り、授業内容と関連する Quiz を Google 
Forms または Kahoot.it にて作成する。               

事前事後学修 授業テーマに関連するリサーチ（2 時間）、講義資料の復習（2 時間） 
   

 


