A Parents’ Guide to Grade 12 IB DP Programme
Completing IB Course Work
In Grade 12, every student’s priority
needs to be focused on the IB diploma.
This year is the culmination of years of
study and hard work.
Coursework will be rigorous.
Teachers model class assessments after
IB assessments and use the same scoring
criteria to measure the skill and content
just as the IB. All class assessments are
building blocks towards the IB Exams.
Students may need to reconsider
activities outside of school not required
for the IB DP to balance time, to
complete course work, studying, and
Internal Assessment and Extended Essay
Requirements.

Internal Assessments & Extended Essay

Exams

Internal assessments require 10-40 hours Mock Exams to prepare students for the
of time between home and school.
IB Exams will be after winter break in mid
The Extended Essay is completely
January.
independent and is granted no class
Parent-Teacher-Student Conferences for
time.
Grade 12 will take place in late January.
Time management is critical to complete
IAs. Students have a component of
The IB Exam period is three weeks long
Internal Assessments due nearly every
and begins the first week of May.
week of the school year through April.
You may reference the IBO May 2017
The Extended Essay is completed by the
Exam Calendar. Students will be given
end of September. Regular coursework
individual exam schedules and HIS will
and homework continue while IAs are
issue a more detailed exam schedule.
completed.
Students should follow the timelines
teachers provide for them to complete
each IA. Failure to follow the timelines
will result in many due dates at the same
time. This is unmanageable and can have
a negative effect on student
performance.

Students will have two weeks of inschool study leave before exams to
attend study sessions with teachers or
study on their own. Students will create
a study schedule for the exam period.

ディプロマプログラム 12 年生
IB コースの課題を完成させる
12 年生の全ての生徒が最優先させるべ
き点は、IB ディプロマです。12 年生は
それまでの学業、そして努力を集大成
させる年です。

IB コースの課題は厳しいものです。
教員は IB における評価規準と同様のも
のを使い、IB で評価されるスキルや知
識を測ります。授業内で課される課題
は、IB 統一試験に向け、知識やスキル
を積み重ねていく準備です。

IBDP に必要とされていない学校外での
活動を見直し、バランスよく時間を使
い、IB コースの課題を完成させ、学業
に励み、内部評価また課題論文を完成
させることが必要となります。

保護者向けガイド

IA（内部評価）と課題論文
IA（内部評価）は学校及び家で約 10
時間から 40 時間使い、完成させるこ
とが必要とされています。課題論文
は授業外で制作する論文であり、授
業の時間は論文制作に与えられてい
ません。
IA（内部評価）を完成させるにあた
り、時間管理が一番重要になりま
す。IA（内部評価）は 4 月まで継続的
に毎週行う必要があります。課題論
文は 9 月末までに完成させる必要が
あります。通常のコースワークや宿
題は IA（内部評価）と同時進行で行
います。
生徒は教員から出された IA（内部評
価）の完成スケジュールに従う必要
があります。このスケジュールに従
わなければ、幾つもの課題の締切り
が重なってしまう場合があります。
このようになれば、課題をうまくこ
なせなくなり、結果的に評価を下げ
ることに繋がりかねません。

試験
冬休み明け、1 月中旬に行われる模
擬試験は、本番の試験にむけた準備
です。12 年生の三者面談は 1 月下旬
に行われます。

IB 世界統一試験は 5 月の第一週に始
まり、3 週間の長きに渡ります。
IBO の出している 2017 年 5 月試験の
スケジュールを参考にされて下さ
い。各生徒に試験スケジュールが渡
され、HIS では詳細なスケジュール
を作成します。
生徒は 2 週間の学校内での自習時間
を与えられます。その間、各自、勉
強をしても良いですし、教員と見直
しなどを行っても構いません。生徒
は自分で計画を立て、試験に備えま
す。

