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はじめに

　本稿の目的は、国際バカロレア・キャリア関連プログ
ラム（International Baccalaureate Career-related Pro-
gram；以下、IBCP）を、国際バカロレア・ディプロマ・
プログラム（International Baccalaureate Diploma Pro-
gramme；以下、IBDP）と比較検討することを通じて、
カリキュラムとしての特徴を示すことである。
　IBCPは、国際バカロレアに３歳から19歳までを対象
として４つの教育プログラムがあるうちの一つであり、
後期中等教育段階において大学進学直前ともなる標準２
年間で実施する点がIBDPと同一となる。IBCPの実施は、
2011年に国際バカロレア・キャリア関連サーティフィ
ケ ー ト（International Baccalaureate Career-Related 
Certificate；以下、IBCC）として試験導入されたこと
に始まり、2012年より正式実施となっている。現名称の
IBCPとなったのは2014年である。国際バカロレア公式
ウェブサイト（http://www.ibo.org/）によれば、2017
年６月６日現在IBCP認定校数は全世界で136である。

１．問題の所在と課題の設定

　では、IBCPにカリキュラム上どのような特徴がある
のか。上記公式ウェブサイトでは、IBCPは「特にキャ
リア関連学習（career-related study）に関心のある生
徒に対して、国際バカロレアのユニークな教育理念や目
的が反映された国際教育の枠組みを提供する目的で開発
されたプログラムである」、「ローカルなニーズ、背景や
文脈に合わせて独自のIBCPを開発できる点が特徴とし
てあげられる」⑴とも示されている。
　そこで、IBCPに関してどのような研究がされてきた
かを確認してみても、専門誌での紹介記事（Finkel 
2012；Hill 2012；Robelen 2012）に限られる。実は、国
際バカロレアのカリキュラムに関する学術研究は、

IBDPが検討の中心となっている（例えば、Bunnell 
2008a；2008b；Resnik 2012；相良・岩崎 2007；御手洗 
2010；2012；2013；渡邉 2014；花井 2016）。
　このような状況のもと、どのようにしてIBCPのカリ
キュラムにおける特徴を学術研究として探究できるの
か。そこでその第一歩として、本稿では、キャリア関連
（Career-related）との名称を持つIBCPを、同じ国際バ
カロレアという枠組みのもと同じ後期中等教育段階での
同一年齢層を対象としていながらも、アカデミックな教
育に専念してきたと言えるIBDPとの比較検討に踏み出
す。そうして統合的な資質形成を目指そうとする教育プ
ログラムのモデルともされてきたIBDPと比較検討して
いくことによって、学術研究による知見として端緒とな
るものを得ていきたい。
　以上による探求を示すにあたり、本稿では、２節で調
査の概要を示した上で、３節で、IBCPとIBDPのカリキュ
ラムモデル図を対比しながら概観する。４節では、３
節の分析結果を理解した上でIBCPの教育実践に焦点を
当て、どのような教育内容でどのように授業実践がさ
れ、教員たちがどのような課題を抱えているのか、につ
いて整理した。５節では、３節と４節の検討結果から
IBDPとどのような点で異なるのかを考察しつつIBCPカ
リキュラムの特徴を整理して示し、最後に今後の課題に
言及する。

２．調査の概要

　前節で設定した課題に取り組むにあたり、本稿で検討
対象としたのは、国際バカロレア認定校への訪問調査ヒ
アリング記録および電子化しているものも含む文献資料
である。訪問調査は、表１に示すIBCP認定校３校で行っ
た。それら３校は、IBCPとともにIBDPも実施している。
各校でのIBCP履修者数は、各学年で10人台後半から20
人台前半までであった。訪問調査校の選定は、①国際バ
カロレア理念の貫徹度、②水準の維持、③包摂性、④財
政面との４つの観点から検討するにあたっての適切性を
重視している。剥奪された地域（deprived area）に立
地するＡ校とＢ校は、③包摂性に関する検討に適すると
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考えた。イギリスにおけるIBCP研究開発で先行してき
たC校も訪問調査に適切と判断した。かつ④財政上の制
約に切り込み検討することを鑑み、３校とも公費によっ
て基本的に運営する学校とした⑵。ただ、不利な立場に
置かれた学び手が多くを占める取り組みを優先して示し
ていくとの判断のもと、Ｃ校実践に関する具体的言及は
紙幅の制約もあって、本稿では割愛となっている。
　ヒアリングは、表１に示す通り、IBCPコーディネー
ターを含む教員計７名および協力外部機関専門家１名さ
らにはＡ校とＢ校の受講生計16名に行った。IBCPコー
ディネーターとは、各実施校におけるIBCP企画調整・
運営の中核となる教員であり、各校１名を置くことと

なっている。IBCPコーディネーターとなるには、国際
バカロレア教員として資格認証されるための規定の講習
に参加したとの証明が、他の教員資格と同じく必要にな
る。本稿では、カリキュラムを検討の焦点とするため、
教員ヒアリングを軸とし、受講生分も限定的に扱う。
　加えて、ヒアリングに関連するIBCP授業も観察でき
た。授業で用いたプリント、認定校訪問の際に入手でき
た学校紹介のパンフレットやスライド資料等も、国際バ
カロレア公式ウェブサイト公開情報と併せて、検討資料
としている。
 

学校名 学校の特徴 調査時期・ヒアリング調査対象

Ａ校

•英国ロンドン
•剥奪された地域（deprived area）に立地
•2007年にIBDPの導入を経てIBCPを導入
•地方行政財源を基本として運営費とする学校

•2015、2016年
•教員３名（校長、IBCPコーディネーターを含む）
•協力外部機関専門家１名・履修生　14名

Ｂ校

•英国ロンドン
•剥奪された地域に立地
•2008年にIBDPの導入を経てIBCPを導入
•国費を基本的に運営費とするアカデミー

•2015、2016年
•教員２名（IBCPコーディネーターを含む）
•履修生　２名

Ｃ校

•英国ロンドン近郊
•IBCPに関する研究開発校として蓄積あり
•1977年にIBDPの導入を経てIBCPを導入
•国費を基本的に運営費とするアカデミー

•2015、2016年
•教員２名（IBCPコーディネーターを含む）
•履修生ヒアリングは実施せず

３．IBCPとIBDPのカリキュラムモデル概要

　IBDPの卒業要件は、国際バカロレア教育プログラム
の価値観を中心として、６科目（言語と文学、言語の習
得、個人と社会、数学、芸術、理科）とコアとなる必修
の３要件（知の理論、課題論文、創造性・活動・奉仕）
によってデザインされている。コア３要件の意味は、６
科目がコアとの相乗効果によって、獲得が特に難しいと
される上位概念のコンピテンシーを涵養しようとする機
会を提供している点にある。具体的には、６科目を学習
の方法として、思考力やリサーチ能力、ソーシャルスキ
ル、コミュニケーション能力（ライティング・コミュニ
ケーション能力やオーラル・コミュニケーション能力
を含む）、自己マネジメント能力の獲得が目指される一
方、「知の理論（Theory of knowledge）」では、知その
ものの成り立ちと限界を学びながら、メタ認知やクリ
ティカルシンキングを涵養している。また、「課題論文」
（Extended essay）では、身につけた知識や能力を整理

統合し自分なりの考えとしてまとめ上げる体系的探究
によって発展させることを意図しており、「創造性・活
動・奉仕」（Creativity, activity, service）では、芸術実践、
スポーツ活動、ボランティア活動等を通して、獲得した
能力を実際の社会で活用する機会を提供している。（国
際バカロレア機構 2014）
　このように、IBDPは高度なコンピテンシーの涵養を
目指して極めてアカデミックな性格となる。よって、「エ
リート教育」と言える側面があると主張するものもいる。
　一方、IBCPのカリキュラムは、次の３つで構成され
る（International Baccalaureate 2014；2016）。

１）ディプロマ・プログラム（IBDP）の一部科目
• IBCPでは、少なくともIBDPの科目（グループ１～グ
ループ６）のうち、少なくとも２つ以上を履修する（上
級レベル、標準レベルの選択・組合せは自由）。

２） 「コア」
• サービス・ラーニング（Service Learning）：コミュ

表１　調査対象校一覧

出所：筆者作成
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ニティのニーズに沿った奉仕活動に取り組む。約50時
間の学習。

• 外国語学習（Language Development）： 最低50時間
以上の外国語の学習。

• パーソナル・スキルおよび専門家的スキル（Personal 
and professional skills）： 個々の状況に対処できるよ
う将来にわたって必要となる態度・スキル・計画性を
育成。

• “振り返り”のプロジェクト（The reflective pro-
ject）：キャリア教育に関連した特定の課題について、
倫理的な観点から検討を加える。教室内外で約40時間
の個人研究に取り組み、調査やコミュニケーションス
キルを育成。

３）キャリア関連学習
• IBCPは、各学校が行うキャリア関連教育を支援・補
完するために開発されたプログラムである。キャリア
教育・職業教育は、各学校が提供。

　上記の通り、IBCPでは「コア」（サービス・ラーニン
グ、外国語学習、パーソナル・スキルおよび専門家的ス
キル、“振り返り” のプロジェクト）の要件を満たすこ
と、少なくともIBDP科目のうち２科目以上を履修し合
格基準に達するという要件が設けられている。IBDPが、
最終的な学習評価を整理統合し、身に付けた知識や能力
を発表する場として「課題論文」を設置しているのに対
して、IBCPでは、「“振り返り” のプロジェクト」によっ
て成績が評価される（国際バカロレア機構 2014）。
　IBDPで提供する科目からいくつかを選択しかつキャ
リア関連学習と呼ばれる科目群からも選択することが、
６つの科目群すべての履修が求められるIBDPと異なっ
ている。今回検討対象とする英国であれば、BTEC⑶

やイングランド・ウェールズ公認会計士協会（Insti-
tute of Chartered Accountants in England and Wales　
（ICAEW））が授与する職業資格の取得を目指すといっ
た専門の力を培う教育プログラムが組み込まれている。
　さらに大学進学にも対応できるように、アカデミック
な科目を、職種に対応する専門の科目とともに履修する
設計となっている。実際、Ｂ校IBCPコーディネーター
によれば、「IBCPを導入する以前から取り組んできた課
題は、職業に関する能力の育成をアカデミックな側面と
どう組み合わせていくのかであった。そのため、IBCP
を導入することは自然な流れであった」と述べている。

IBの学習者像

コア科目
知の理論、課題論文、
創造性・活動・奉仕

指導の方法・学習の方法

６科目群（言語と文学・言語の修得・
個人と社会・数学・芸術・理科）

キャリア関連学習
（職業資格取得を目指すなど職種に対応する力等を育成）

ディプロマ・プログラムの一部科目
（アカデミックな教育）

図１　IBDPカリキュラムモデル（上）、
　　　　　　   IBCPカリキュラムモデル（下）
出所： IB DPカリキュラムモデルは、国際バカロレア機構（2014）。

IBCPカリキュラムモデルは、International Baccalaureate
（2016）に筆者が日本語訳を付記。なお、出典が別なのは、
国際バカロレア機構（2014）でのIBCPカリキュラムモデル
図が、まだIBCCになっているなど最新の状況に対応できて
いないためである。
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４．IBCPの教育実践
 
⑴　どのような教育内容を提供しているのか
　国際バカロレア公式ウェブサイトが、IBCPの科目選
択を例として示したものが、表２である。その２種類の
選択例をみると「エンジニアリング」と「バイオメディ
カル・サイエンス」という専門領域が先に設定され、そ
れに関連する科目群をIBDPコース、キャリア関連学習
からそれぞれ選択している。

ジェクト」の例としては、「博学レッスン」、「倫理」、「ク
リティカルな分析」、「ハーバードレファレンス」、「一般
教養」、「ドキュメンタリー」等、それまで学習した内容
の理解を発展させ、活用することが求められるトピッ
クが挙げられている。前述したトピックについて学ぶ
とともに「（アカデミックな）倫理」も重視される。こ
こで履修生自身が設定した課題での750語（この場合要
別添資料）から3,000語のレポート作成（International 
Baccalaureate 2014）を通じて獲得が期待される文章作

　実際に訪問したIBCP認定校B校では、表３の通りの
科目群を開設している。キャリア関連学習として、英国
における代表的な職業資格であるBTECの取得を目指す
科目が配当されている。このように、Ｂ校では、BTEC
科目を18単位分提供している。これとIBDP標準レベル
（Standard Level）２科目を履修することで、英国内の
大学等高等教育機関進学に足るUCASポイント（UCAS 
Point）を得ることができる。
　では、実際にはどのようにカリキュラムを組んでい
るのだろうか。国際バカロレアで大きな役割を果たす
「コア」においても、前ページ図１も示す通り、IBCPと
IBDPには明らかな違いがある。
　Ｂ校の説明によれば、IBCPにおけるコアは、図２の
通り位置付けられている。学習全体の土台となる位置に
「“振り返り”のプロジェクト」を置いている。「“振り返
り”のプロジェクト」とは、BTEC科目と履修生に繋が
りをもち、さらにBTECは、DPコースとの科目とも関
連しあう位置付けを与えられている。「“振り返り”プロ

出所： 国際バカロレア公式ウェブサイト、ホームページwww.ibo.
org/　閲覧日2017年３月29日、訳出は筆者。

表２  国際バカロレア［機構］が示すIBCP選択科目（例）    
「エンジニアリング」を希望する場合の選択例

IBDPコース コンピュータサイエンス
デザインテクノロジー
数学スタディ
化学

キャリア関連学習 エンジニアリングの基礎
エンジニアリングの概念
エンジニアリングの適用

「バイオメディカル・サイエンス（生物医科学）を希望する
場合の選択例

IBDPコース 生物
化学
数学スタディ
数学

キャリア関連学習 生物医科学
生物医科学インターベンション
生物医科学イノベーション

表３  IBCPのコース概要（Ｂ校の場合）
キャリア関連学習

•BTEC 応用科学発展修了証書
　（BTEC Extended Diploma in Applied Science）
•BTEC ビジネス発展修了証書
　（BTEC Extended Diploma in Business）
•BTEC コンピュータ科学発展修了証書　
　（BTEC Extended Diploma in Computer Science）
•BTEC クリエイティブ・メディア制作発展修了証書 
　（BTEC Extended Diploma in Creative Media Production）

IBDP コース科目（標準レベル）
•英語（English）
•グローバル社会における情報テクノロジー
　（ITGS, Information Technology in a Global Society）
•ビジネス（Business）
•映像（Film）
•数学（Maths）
•ビジュアル・アート（Visual Art）

IBCP　コア
•サービス・ラーニング（Service Learning）
•外国語学習
•学習の方法（Approaches to Learning：略称、ATLと表記）（※）
•“振り返り” のプロジェクト
出所： Ｂ校ウェブサイトを筆者が訳出。閲覧日2017年３月12日。
※ 2015年訪問時点でのIBCPにおいて、コアにおける「パーソナル・
スキルおよび専門家的スキル」は、まだその前身である「学習
の方法」であった。

国際バカロレア・キャリア関連プログラム（IBCP）

“振り返り”のプロジェクト

BTEC資格
国際バカロレア・
ディプロマ科目

×2

サービス・
ラーニング 学習の方法 外国語学習

図２  認定校におけるIBCPのカリキュラム構造
出所：Ｂ校への調査訪問時提供の資料を筆者が訳出。
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成能力の育成は、IBDPの課題論文同様に大学進学にとっ
て非常に重要な要素ともなる。
　コアを構成する残る３要素である「サービス・ラーニ
ング」、「学習の方法（ATL）」、「外国語学習」について
も、横の連携が、各認定校のIBCPコーディネーターを
中核としてなされる。コアと科目、科目と科目の連携を
意図するカリキュラム枠組みは、IBDPが目指すカリキュ
ラム枠組みと共通性をもつ。例えば、「知の理論（TOK）」
は、すべての科目との繋がりを意識させるため、各専門
領域の知識について取り扱いながら、授業を展開するこ
とが目指されている。各科目は授業において、教科の専
門性を考慮した「TOKが目指す本質的学びに適う問い」
を扱うように求められている。
　では、IBDPコアとの違いは、具体的にはどのような
点に見られるのだろうか。B校IBCPコーディネーターに
よれば、IBDPコアのTOKとIBCPコアのATLとの違い
について、以下のように指摘している。すなわち、「TOK
とATLの違いは、前者が非常に哲学的でアカデミック
であるため、正式な評価の対象となる論文とプレゼン
テーションの課題をクリアしなければならない一方で、
後者は非常に実践的で、雇用主が求めるチームワークや
コミュニケーションスキルに焦点を当てている点にある。
ただ、後者の内容は正式な評価の対象になっていない」。
実社会で求められるものの評価をすることが難しい「ソ
フトスキル」の涵養については、学校ごとの特色はある
ものの、IBCPコアにおいて以下のような実践を行って
いる。例えば、「サービス・ラーニング」の取り組みで
は、地域の小学校、高齢者施設、地域のフェスティバル
やフォーラム、フードデイ（多国籍料理の持ち寄り）な
どへの参加と協働が挙げられる。ATLは、生徒が大学
進学や就職するのに結び付く科目でもあり、進学および
就職に有効な証明書の獲得を意識した取り組みが企画さ
れる。Ｂ校では、「課題（Task）」が設定されて履修生
が取り組む。スキル開発のための「タッチ・タイピング」
の習得、履修生の希望に合った職業科目とのマッチング、
現代的文化的問題を中心とする調べ学習や研究課題に対
応しての著名美術館訪問など、履修生個々人の目的に沿
う多様な内容となっている。こうした活動には、例えば
「YouTubeチャンネルの開発」、「夏季休暇中の仕事探
し」、「グローバリゼーションの分析的研究」、「ISISに対
する西欧諸国の対応に関する批判的分析」等学術研究に
近いものから実践的なものまで幅広い課題が設定・実施
されている。一方、Ａ校では、ATLを前出の「キャリ
ア準備（Career Ready）」という名のプログラムとして
提供している。それは、企業に実際に出向き、有給のイ

ンターンシップへ参加したり、一人ひとりに配置された
企業人のメンターに指導助言を受けたり（18か月のコー
スで10回面談する）、企業人による科目の履修（マスター・
クラスという）をすることが要件に含まれているとの説
明であった。
　「外国語学習（Language Development）」では、各学
校の特色を考慮した取組みが確認された。A校では、職
種に対応しての教育の一環として「ビジネス」に関連し
た学習が行われている。一方、B校では、英語を母語と
しない受講生も多く英語の学習に充てていた。
　
⑵　IBCP認定校ではどのような授業を行っているのか
　では、IBCPでは実際にどのような授業をおこなって
いるのだろうか。IBCPでは、IBCPコーディネーターが
中心となってカリキュラム開発を行っている。ここで紹
介する授業は、教員のカリキュラムマッピングにより
開発されたプロジェクトである。「オスカー（Oscars）」
と呼ばれるこの取り組みは、映画のアカデミー賞で授与
されるオスカー像から命名される、映画のプレゼンテー
ション・プロジェクトである。この「オスカー」は、Ｂ
校でのIBCPの２学年にまたがって開講され、様々な科
目を選択する履修生が協働して実施するものである。そ
の核となる「映画制作」では、IBDP 映像（Films）や
BTECクリエイティブ・メディア（Creative Media）の
履修生を中心とする協働となる。出来上がった作品は、
イベントにて上映され学外の専門家によって成績評価が
される。また、同プロジェクトを行うためのイベントの
企画はBTEC「ビジネス」の履修生が科目のユニット「ビ
ジネスマネジメント」を活用しており、タイトル設定や
インターネットを利用した招待状、市場調査、イベン
トの告知、拡散には、BTEC・ICTとIB「グローバル社
会での情報技術（ITGS）」の履修生が役割を担っている。
このプロジェクトのスキル審査、分析、評価は、「学習
の方法（ATL）」の授業時にアンケート調査により実施
される。
　この「オスカー」プロジェクトの特徴として、「学内
外との連携」が挙げられる。地域の人々にも参加を呼び
かけることや専門家による評価が、外部と連携すること
により実現している。加えて、学年を超え、さらに各科
目が連携することにより、学校全体としての協力のもと
このプロジェクトをやり遂げている。
　このような実践ができる背景には何があるのか。まず、
「カリキュラムマッピング」によって教員たち自身の裁
量でカリキュラムマネジメントを行っていることが挙げ
られる。これは、ATLを通じて涵養すべきスキルの枠
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組みのもと、各大学や企業が求めるスキルを育成するこ
とを目指して取り組まれている。例えば、ATLの枠組
みとして、コミュニティという文脈において必要となる
スキルは、コミュニケーション能力とある。環境では、
異文化の受容、テクノロジーでは、パーソナル・スキル、
職場では、考える力が重要なスキルとして挙げられてい
る（表４）。
　次いで、評価における柔軟性が挙げられる。専門科
目では、コースワークでの実際的な活動が重視される。
IBDPコース科目・映像（Films）の配当時間は、テキス
ト分析が25％、映画理論・映画史が25％、映像実制作
50％である中⑷、その成績評価にあたっては、Ｂ校の場
合、口頭発表25％、作品に対する外部評価が50％であっ
て、残る25％が履修者個人学習に対する外部評価となる。
IBDPコース科目の中でもコースワークの比重が大きい
ものとして「音楽」や「美術」も挙げられる。加えて、
B校がキャリア関連学習として導入するBTECは、モデ
レーション⑸があるものの100％内部評価で評定される。
このような柔軟性ある評価方式のもと、科目間での連携
がしやすくなっていると推測できる。

⑶　IBCP認定校教員が抱える課題とは何か 
　IBCPを実施する上でどのような課題を抱えているの
か。 ヒアリング調査より見えてきたカリキュラム運営
に伴う課題は、以下の２点である。
　第一に、IBサーティフィケートの知名度の低さが挙
げられる。IBDPが大学進学資格そのものとなるディプ
ロマ資格が取得できる存在としてかなり知られている一
方、IBCPとそこで取得するIBサーティフィケートには、
知名度があるとは言い難い。知名度が低い理由としてA
校のIBCPコーディネーターは次のように説明していた。
「これは、１年で取得が可能で［かつ威信も相対的に高
いと言えるアカデミックな学業認証資格である」（筆者
注）ASレベルの存在が関係している。すなわち、ASレ
ベルは分析・評価といったスキルを受講生が発揮する必

要がないため、学習の範囲が狭くなるだけでなくその深
度も相対的になくなっている一方、IBDP科目は、履修
範囲は上級レベルのほうが広いものの、学習の深度は標
準レベルも上級レベルと同等である。それにもかかわら
ず、UCASポイントでは標準レベルは上級レベルの半分
に換算され、公平でない。そのため、IBCC（訪問当時
の学年進行に沿って表現（筆者注））の受講生には上級
レベルを履修するように勧めるが、科目によっては負担
が大きいため、IB科目を除いて２～３科目を履修させて
いる（それにより大学進学が可能となる）」という。こ
のように、IBCPは、エリート教育と言われてきたIBDP
同様に高度な内容を、その上級レベルと標準レベルも
組み込んで取り組んでいるにもかかわらず、なかなか
理解が得られていないという。さらにIBCPの特徴であ
るコアにも課題がある。IBCP受講生はコアに要する時
間的負担が大きいにもかかわらず、大学進学に必要な
UCASポイントに換算されないことも影響している（な
お、IBDPの「課題論文」は、換算対象である）。対応策
として、受講生には志望理由書（personal statement）
にコアの活動について記述するように促しているものの
言語習得も15から20時間かかる “振り返り” プロジェク
トもサービス・ラーニングもATLもUCASポイントが
得られないのは、受講生の学習意欲を下げる一因になり
かねず、途中で離脱する受講生も出てきてしまうという。
ただし、訪問調査校のIBCP受講生たちは、少なくとも
訪問調査時のヒアリングにおいて、自らの学びに対して
みな肯定的であった。またIBCP修了生たちも、競争的
な入学者選抜とは言えないものの、IBCP履修にも沿っ
た希望分野への大学進学をほぼ果たしていることが、訪
問調査をした３校提供資料により確認できた。
　第二に、外部リソース（企業等）の獲得と連携が挙げ
られる。IBCPは、「キャリア関連学習」に欠かせない実
習を含め、コースワークの割合が大きくなる。受講生へ
提供する教育の質を向上するためには、積極的に外部リ
ソースを獲得や連携することが求められる。しかし、外
部のリソース獲得には学校の立地も影響を与える。A校
IBCPコーディネーターは、「Ａ校を支援する企業のうち
主要なものは、世界的に広く知られる金融・証券企業で
あるＤ社、Ｆ社そしてＧグループである。これらの企業
の協力を得られるのは、事業所の近隣に学校が立地する
おかげである。こうした立地にない学校は、地元地域ば
かりでなく「キャリア準備（Career Ready）」という連
携事業などを通じて都市部の大企業とのつながりを得よ
うとする場合もある。しかし、移動に多くの時間を割く
ことになってしまうだろう。特に農村地域の学校はこの

表４　ATLに記載される文脈とスキル

文脈Context スキルSkills

コミュニティCommunities コミュニケーション
Communication

環境Environment 文化間的Intercultural

テクノロジーTechnology 人的Personal

職場Workplace 思考Thinking

出所：Ｂ校訪問時提供資料、訳出は筆者。
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ような大企業とのつながりを得る際に苦労するだろう」
（一部、筆者により改変）と述べている。

５． IBCPのカリキュラムの特徴として何が示せ
るのか 

　IBCPのカリキュラムの特徴として、同じ国際バカロ
レアの枠組みのもと標準履修年齢が同じとなるIBDPと
比較検討することを通じて、本稿で明らかになったのは、
以下の４点となる。
　第一に、「コア」で育成しようとする力の違いが挙
げられる。具体的には、IBDPのコアで涵養するスキル
が、学問知に対応するためのスキル養成であるのに対
し、IBCPでは職種に対応するスキル（ソフトスキルを
含む）を培うようになっていると言える。IBDPコアで
あるTOKではアカデミックな思考力、分析力が求めら
れ、学習成果として学術的な論文作成やプレゼンテー
ションが求められ最終評価の多くは外部によって行われ
る一方、IBCPでは、より職種に対応する実践なスキル
や雇用者が求めるチームワークやコミュニケーションス
キルに焦点が当てられ、内部評価が大きな部分を占めて
いた。
　第二に、訪問調査を実施した３校でのIBCPでは、
IBCPコーディネーターを中心とする教員たちによって
コアとIBDP科目そしてキャリア関連学習との連携が、
柔軟性ある形で、円滑に行われていたと見て取れたこと
である。たしかに、IBDPにおいてコアと教科学習、教
科学習間の連携が上手く機能していないという調査結
果もある。大塚（2015）は、TOKと教科学習の連携に
おいて50名の教科学習担当教師にインタビューした結
果、①TOKと教科学習との話し合いの機会が少ないこ
と、②TOKと連携できていると実感している教師が少
ないこと、③教師の経験や文化的背景によりTOKに対
する態度が異なるとの結論に至っている。一方、訪問調
査をした３校においては、コアとBTEC等キャリア関連
学習における成績評定が内部評価を中心とすることも活
かしつつ、認定校教員たち自身の裁量でカリキュラム
マッピングをすることを通じて、柔軟性あるカリキュラ
ム開発が可能となっていると考えられる。
　第三に、IBCPが、IBサーティフィケートを授与する
ものであって、ディプロマ資格を授与するものとなって
いないことおよびそれによって派生する問題を示すこと
ができた。IBDPは、コア３要件と６科目群全てにおい
て一定の水準に到達することでディプロマ資格が付与さ
れていることが評価を得てきた。一方、同じ国際バカロ

レアという枠組みにあるIBCPであるものの、IBCC（In-
ternational Baccalaureate Career-Related Certificate）
という名称で始まった経緯のもと、『2015-2016年度報告
書』（International Baccalaureate 2017）においても、ディ
プロマとして集計する対象とはなっていない。たしかに、
部分を認証するものであるIBサーティフィケートであ
るからこそ、柔軟性あるカリキュラムのもと、社会・経
済的に不利な立場に置かれた「剥奪された地域」にあっ
ても、国際バカロレアによる教育実践が、大学への進学
をも制度設計に組み込んで、IBCPに取り組みうると考
えられるのである。ただし、コアの評価が、大学進学の
際における選考資料としては、学校内での内部評価の部
分が大きいとしてあまり考慮されていないのが、少なく
とも訪問調査時点での状況ではある。
　第四に、キャリア関連学習で提供される科目すなわち
導入国独自の職業プログラムを組み込むことが、全科目
が世界共通であるIBDPいや従来の国際バカロレアには
ないことも、ほぼ自明であるものの、挙げておく。
　ただし、本稿での知見は、国際バカロレアの枠組み内
での比較検討から得られた範囲にあくまでもとどまる。
それを足がかりとして取り組むべき今後の課題として挙
げられるのは、具体的にはカリキュラムを焦点とする次
の二つとなる。第一に、労働市場への移行に必要な資質
形成を担うカリキュラムという観点から、IBCPはどの
ように位置付けられるのか（今回訪問調査校では見られ
なかった進路が就職となる場合も含めて）。第二に、そ
れとも深く関連して、教育内容における質保証・水準維
持が、既存の職業教育プログラムを組み込む「キャリア
関連学習」や大学等高等教育機関への接続とどう切り結
ぶのか。その際両課題とも、教育制度設計とも関係づけ
ての検討が欠かせない。

付記
　訪問調査にあたっては、青山学院大学教育人間科学部
による研究倫理審査結果（英語版）を、IBOのIBCP及
びDPコア・カリキュラム・マネージャー（Curriculum 
Manager - IBCC and DP Core International Baccalau-
reate Organization）であったドミニク・ロボー（Dominic 
Robeau）氏が確認した上、調査対象校の校長、IBCPコー
ディネーターを含む教員および履修生（および保護者）
に書面による了解を得ている。
　なお、本稿は、科研費（課題番号25381040、14J06000、
26870633、15K17375）による研究成果の一部である。
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註
⑴ 　http://www.ibo.org/programmes/career-related- 
programme/what-is-cp/ 閲覧日2017年６月６日.
⑵ 　2015-16年調査時点では、英国にIBCP認定校は12校
あり、うち９校が基本的に公費による運営であった。
⑶ 　BTECは、英国における代表的な職業資格群とされ
る。BTECという名称は、かつてビジネス・テクノロ
ジー教育評議会（Business and Technology Educa-
tion Council）が授与していたことにちなむ。現在そ
の質統制は、中央政府執行機関である資格・試験統制
局（Office of Qualifications and Examinations Regu-
lation）のもとにある。
⑷ 　International Baccalaureate, 2017, “Film,” Diploma 
Programme, http://www.ibo.org/programmes/ di-
ploma-programme/curriculum/the-arts/film/ 閲覧日
2017年５月24日.
⑸ 　モデレーションとは、「評価規準・基準についての
解釈の仕方を調整（moderate）する営み」を指し、「評
価過程ないしは評価結果を統一する方法として取り組
まれている」（西岡他2015：119）。

文献
大塚恵理子（2015）『国際バカロレア科目「知の理論」
（TOK）と教科学習の連携に関する研究』早稲田大学
大学院教育学研究科修士論文.
国際バカロレア機構（2014）「IBの一貫教育プログラム
国際バカロレア（IB）の教育とは？」.
相良憲昭・岩崎久美子（2007）『国際バカロレア 世界が
認める卓越した教育プログラム』明石書店.
西岡加名恵・石井英真・田中耕治（2015）『新しい教育
評価入門：人を育てる評価のために』有斐閣.
花井渉（2016）「イギリスにおける国際バカロレア認証
に伴う資格試験制度変容に関する研究」『比較教育学
研究』52,90-112.
御手洗明佳（2010）「国際バカロレアの評価方法にみる
能力観」『早稲田大学大学院教育学研究科紀要 別冊』 
18, 87-98.
御手洗明佳（2012）「『LanguageA1』におけるリテラシー
育成 : 国際バカロレアの実践から」『早稲田大学教育
学会紀要』14,189-196.
御手洗明佳（2013）「後期中等教育における評価管理型
教育の実践：国際バカロレアに焦点を当てて」『早稲
田大学大学院教育学研究科紀要 別冊』21,67-77.
渡邉雅子（2014）「国際バカロレアにみるグローバル時代の
教育内容と社会化」『教育學研究』81, No. 2, 176- 186.

Bunnell, T. (2008 a). The Global Growth of the Interna-
tional Baccalaureate Diploma Programme Over the 
First 40 Years : A Critical Assessment. Comparative 
Education, 44(4),409-424.

Bunnell, T. (2008b). The International Baccalaureate in 
England and Wales : the alternative paths for the fu-
ture. Curriculum Journal 19, (3), 151-160.

Finkel, Ed. (2012). Widening Participation to an IB Edu-
cation. District Administration, 48.(4),44-48.

Hill, I. (2012). An International Model of World-Class 
Education : The International Baccalaureate. Pros-
pects : Quarterly Review of Comparative Education, 
42(3), 341-359.

International Baccalaureate. (2014). International Bacca-
laureate Career-related Programme The Core. [PDF 
document] Retrieved from http://www.ibo.org/glo-
balassets/digital-tookit/flyersand-artworks/cp-core-
en.pdf

International Baccalaureate. (2016). IBCP Guide for 
Parents and Students in the UK. [PDF document] 
Retrieved from http://www.ibo.org/contentassets /8 
aa 165 ea 7a2044 e18ce 114 bf490 cc3a6/cp-parent-
brochure-en.pdf

International Baccalaureate. (2017). International Bac-
calaureate Annual Review 2015‒16. [PDF document] 
Retrieved from http ://www.ibo.org/globalassets/
publications/ib-annual-review-2015-16-en.pdf

Resnik, J. (2012). The Decentralization of Education and 
the Expansion of the International Baccalaureate. 
Comparative Education Review, 56(2), 248-269.

Robelen, E.W. (2012). IB Program Adds Career-Path-
way Certificate : Initiative geared toward diverse 
student population. EducationWeek, 31(35), Retrieved 
from http://www.edweek.org/ew/articles/



̶ 65 ̶ 国際バカロレア教育研究　創刊号　2017

Sayaka MITARAI・Masaaki YANAGIDA・Naohiro IIDA・
　　  （Chiba University） 　 　（Aoyama Gakuin University）　（Hokkaido University）　

Hiroki NAKANISHI・Wataru HANAI
    （Waseda University） 　     （Fukui University）

Curriculum Analysis of the International Baccalaureate
Career-related Programme (IBCP) :

 －Comparison with the IB Diploma Programme (IBDP)－

　This paper focuses on the International Baccalaureate Career-Related Programme (IBCP), which was officially 
introduced in 2012, and attempts to make clear its curricular features by comparing with the International 
Baccalaureate Diploma Programme (IBDP). According to the International Baccalaureate official website, “[IB]CP is 
a framework of international education that incorporates the values of the IB into a unique programme addressing 
the needs of students engaged in career-related education.” However, academic research including curriculum 
study is very limited and still at an introductory stage. 
　To get academic findings of curriculum analysis on IBCP, at first we attempted a comparison within the IB 
framework. Comparing the IBCP with the IBDP, through visiting research of practices, we aimed to find out the 
curricular differences and uniqueness. 
　As a result of our analysis, the skills cultivated through the Core studies in the IBCP are to prepare students 
for academic studies as well as soft-skills, especially for career-related studies. And secondly, compared to the 
IBDP, we confirmed that the practices through the Core studies are linked effectively with the subject studies. 
Thirdly, the difference between the IBDP and the IBCP and its effect on educational practice, is that the former 
is a programme that gives the ‘diploma’ to the students but on the other hand, the latter gives a ‘certificate’ for 
students. The IBCP originally started in 2011 as IBCC (International Baccalaureate Career-related Certificate), and 
even still the IBCP is a certificate and not a diploma, although the IBCP has a feature for progression to higher 
education. Flexibility of the curriculum cultivates school leadership to educational practice the assessment but 
the Core studies mostly remains within the school (internal assessment) and it is not fully assessed by universities 
at the admissions level. Fourthly, the Career-related Studies of the Core of the IBCP are affected directly by the 
domestic assessment standards of each nations. 
　The findings above are only the first step of curriculum study regarding the IBCP. We should take the next 
steps from the aspect of transition to labor market and quality assurance related to the IBCP curriculum.

〈Abstract〉


