IB Diploma
Programme at HIS
HIS

IB ディプロマプログラム
Course Selection
コース選択について

What is the International
Baccalaureate Diploma
Programme?
IB ディプロマとは？

● A challenging two-year preuniversity curriculum

● It leads to a high school

qualification that is widely
recognized by universities

● 大学進学を想定とした 2 年間の学習カリキュラム
● 様々な大学で広く認識されている高等学校卒業資格

More than the
Knowledge
知識だけではない

The Diploma Programme encourages
students to:
● Ask challenging questions
● Learn how to learn
● Develop a strong sense of their own
identity and culture
● Develop the ability to communicate
with and understand people from other
countries and cultures.
ディプロマプログラムを通じ生徒は：
● 様々な高度な問いかけを行う
● 学ぶとは何かを考える
● 自分自身のアイデンティティ、文化についての考えを深める
● 他の国もしくは文化の人々とコミュニケーションを取り、また理解を深める

Diploma Programme
Curriculum
DP カリキュラム

● Courses from six subject groups

● The DP core:
● Creativity, Activity, Service (CAS)
● Extended essay (EE)
● Theory of Knowledge (TOK)
6 つの教科群、 3 つのコア（中核）（ CAS 、課題論文、知識の理論）

Requirements: Courses
コース規定：教科

Candidates for the diploma study six
subjects selected from the subject
groups
● Three subjects at higher level
(HL)
● Three subjects at standard level
(SL)
6 つの教科群から教科を選び、 3 つをハイヤーレベル、
3 つをスタンダードレベルで履修する

Requirements: the Core
コース規定：コア（中核）

All three parts of the core:
● Extended Essay: independent
research
● Theory of Knowledge: course
● Creativity, Activity, Service: extracurricular
are compulsory and are central to the
philosophy of the Diploma Programme

Requirements:
Coursework & Exams
コース規定：

● Coursework: All courses at follow the

course syllabus (topics and content) for
each subject outlined by the International
Baccalaureate Organization.
コースワークは IBO の定めた教科内容に沿ったもの

● Internal Assessments: All courses
include projects that are submitted to the
IBO for moderation.
内部評価は IBO に送られ、試験官によってモデレートされる

● External Exams: May of Grade 12
外部評価： 12 年生の 5 月

Earning the IB Diploma
IB ディプロマ取得に向けて

● Complete all

●

coursework

全ての課題を完成させる
3 courses at Higher Level;
3 courses at Standard Level

● Complete all Core
activities

全てのコアを完了・完成さ
せる
Extended
Essay, TOK, CAS

Complete all
assessment
activities 全ての評価の
対象となる課題を完了させる
Internal
Assessments and External
Exams

●

Scores from
internal
assessment and
external exams
must equal 24
points
内部・外部
評価で合計 24 点以上取得

Earning the IB Diploma
IB ディプロマ取得に向けて

Successful completion of the IB Diploma
also earns students a HIS High School
Diploma
IB ディプロマを取得することができれ
ば、 HIS の高等学校卒業資格も取得可能

Bilingual Diploma
バイリンガルディプロマ

Students who take English A and
Japanese A (or another Language A)
and score a ‘3’ or higher in the
examinations will receive a bilingual
diploma.
English A 及び Japanese A を履修し、どちらの教科で
も３以上の成績の場合、バイリンガルディプロマを取得
可能

Courses at HIS

教科群

IB Group
Group 1

Subject Area
Language and
Literature

Courses (HL/SL)
English A
Japanese A

Group 2

Language
Acquisition

English B
Japanese B

Group 3

Individuals &
Societies

Global Politics

Group 4

Sciences

Biology
Chemistry

Group 5

Maths

Mathematics
Math Studies
Higher Level Maths*

Group 6

Arts

Music
Visual Art

Courses at HIS

教科群（日本

語）

教科群
グループ 1

教科分野
言語

グループ 2
グループ 3

個人と社会

グループ 4

科学

グループ 5

数学

グループ 6

芸術

コース（ HL/SL ）
English A
Japanese A
English B
Japanese B
世界政治
生物
化学
数学
数学スタディーズ
上級レベル数学 *
音楽
美術

Course Selection
Options
コース選択オプション

● Students whose mother tongue is neither
Japanese nor English are able to study Literature
A in their mother tongue (example: Korean,
Chinese) in Group 1 (School Supported SelfTaught).
● Students may substitute Group 6 Arts with a
subject from another group (example: Chemistry
or an online course).
● An online course may be selected at the
family’s expense.
● Students may take an online course if the course
offered at is not appropriate for the student’s
recommended level (example: Maths HL).
● HIS will cover this expense.

Course Selection
Options
コース選択オプション

● 母語が日本語もしくは英語ではない生徒は、自分の母
語で Literature A （教科群：グループ 1 スクールサ
ポートによる自己学習）を履修することができる。
（例：韓国語、中国語など）
● 教科群グループ 6 の芸術系教科の代わりに、他の教科
群グループから科目を選択する事ができる。（例：化
学、オンラインコースなど）オンラインコースを芸術
系教科の代わりとして選択する場合、その費用は自己
負担となる。
● HIS で開講しているコースが、その生徒が履修しなけれ
ばいけないレベルとは異なった場合、オンラインコー
スでそのレベルを履修することも出来る。（例：上級
レベル数学）その際の費用は HIS が負担する。

Online Courses
オンラインコース

Group 2
グループ
2

French
ab initio
SL
フランス語
初級言語 (ab
initio)SL

Group 3
グループ
3

Group 5
グループ
5

Business
Management
SL/HL
ビジネスマネ
ージメント
SL/HL

Mandarin
ab initio SL
中国語
初級言語 (ab
initio)SL

Economics
SL/HL

経済 SL/HL

Spanish
ab initio
SL
スペイン語
初級言語 (ab
initio)SL
Philosophy
SL
哲学 SL

Spanis
h B SL
スペイン
語 B SL

Psycholo
gy SL/HL
心理学
SL/HL

Information
Technology
in a Global
Society
SL/HL グローバ
ル社会の情報技
術 SL/HL

Mathematics HL

上級数学

Group 6
Film Studies SL
フィルムスタディーズ SL
More information provided about online courses during the
グループ
course
selection process. オンラインコースに関する詳細は、コース選択プロセスに
6
て説明致します。

Factors to consider for course
selection コース選択を行う上で考えるべき
点
● Academic strengths

●

自分の強い教科・分野

What combination of courses is likely to give you
the highest score?
どの組み合わせで履修すればより高い総合点をえることになる
のか？

●

University admissions: requirements, minimum
DP scores, future field of study
大学進学に必要な要件、将来的に学びたい専門分野

●

Student interests

自分にとって興味のあること

Connection between the the
MYP & DP
● MYP prepares students with thinking
skills for the DP MYP では DP に必要な「考える力」を
蓄えることができる

● The MYP Personal Project follows a
similar process to the Extended Essay
and Internal Assessments MYP で行うパーソナ
ル・プロジェクトは、 DP での課題論文に似た手順を経て行われる。

● Teachers will complete recommendations
for course selections based on student
performance in Grades 9-10 and on the
Personal Project
9 年生・ 10 年生の成績及びパー
ソナル・プロジェクトの完成度をもとに、 DP で履修できる教科の推薦

Course Selection
Timeline
コース選択スケジュール

January

February

March

Initial college-counselling session

最初の進路セッション

● Preparation for selecting courses 選択コースの準備
● Student course selection presentation & DP courses
overviews 生徒対象のコース選択説明会
● Shadow DP classes DP クラスの見学
● Begin collecting DP recommendations from teachers
DP 教科の先生に推薦書の依頼
● Pamoja online learning information session (by
request). パモジャオンライン説明会（希望者のみ）
● Individual student counseling sessions for course selection
個別面談：選択科目について
● Submit draft selections 選択コース案を提出
● Verify course selections at Parent Teacher Student
Conferences 保護者・教員・生徒面談でコース選択を確
定

Grade 11-12 Program Options
at HIS
IB Diploma

IB Course

HIS Diploma

Select 3 HL and 3 SL IB
DP courses

All courses may not be
HL/SL courses will not be
HL/SL. Some may be HIS selected. HIS grade level
grade level courses.
course is taken.

Complete all course
requirements

Complete all coursework
for selected IB HL/SL
courses

Complete course
requirements

Complete the EE & TOK

EE & TOK are optional

EE not required; TOK
optional

Complete CAS

Complete CAS

Complete CAS

Earn 24 points on DP
exams

Sit selected exams and
earn IB DP course
certificates

Must earn a grade of 3 or
higher in all courses

IB diploma & HIS diploma HIS diploma and IB
course certificates

HIS diploma

HIS でのプログラムオプション (G11/12)
IB ディプロマ

IB コース

HIS 修了書

DP 教科： HL で 3 教
科、 SL で 3 教科

全ての教科を HL/SL で履修
HL/SL での教科履修は行
する必要はない。 HIS の指定 わない。 HIS の指定コー
するレベルのコースを履修し スを履修
ても可

全ての必須要件を満
たすこと

履修選択した DP 教科は
履修コースのコース必須
(HL/SL に関わらず）その教
要件を満たす
科のコース必須要件を満たす

EE および TOK を完
了させる

EE および TOK はオプション EE なし、 TOK はオプシ
ョン

CAS を完了させる

CAS を完了させる

CAS を完了させる

DP 試験で 24 点以上

履修選択した DP 教科の試験
は受験する

全てのコースで 3 以上の
成績を得る

IB ディプロマ、 HIS
修了書を取得

IB コース修了書、 HIS 修了
書を取得

HIS 修了書を取得

Follow-Up

追加事項

● Course Selection in
January/February

コース選択は 1 月・ 2 月

● DP Orientation this Spring
DP コースオリエンテーションは春に行う予定

●Information Sessions in Grade 11
その他のセッションを 11 年生の間に行う予定

● HIS Website: Diploma Page
HIS のウェブサイト：ディプロマページ

Questions???
何かご質問はありませんか？

