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TAMAGAWAアプリのご利用方法

Tamagawa Academy is a school that practices Zenjin Education, which aims to nurture a 
well-rounded person. This philosophy of Zenjin Education is in line with the International Bacca-
laureate (IB) educational mission statement. As shown in the IB Learner Profile that “Balanced” 
is important, education requires a balance of intellectual, virtual and physical education. The IB 
also emphasizes the process of acquiring knowledge, which is at the core of academics. This is the 
reason why students think about what knowledge is (TOK) and learn how to learn (ATL).  This 
is very similar to Tamagawa’s “Rosaku (Learning by Doing)” concepts and the reason for focus-
ing on acquiring “Manabinozawa (Learning Skills)”. Through this kind of learning, we hope to 
nurture people who can independently explore, think, and act towards a better future.

玉川学園は、全人教育を実践する学校です。全人教育の理念は、国際バカロレア（IB）の教育方針と一
致します。IB の Learner Profile に「Balanced」とあるように、教育には智育、徳育、体育のバランス
が不可欠です。また、IBでは学業の中心をなす知識の習得において、そのプロセスを大切にします。知
識とは何かを考え（TOK）、学び方（ATL）を身に付けるのはそのためです。これは、玉川学園の労作
（Learning by doing）の考え方や「学びの技」の習得に通じます。このような学びを通して、私たちは
よりよい未来に向けて主体的に探究し、考え、行動できる人間を育てたいと考えています。

Tamagawa
Academy
IB Programs
Division

Classes in 
English & Japanese

Inquiry–based
   learning

   Japanese National & 
IB Diploma

Head of IB Programs Division
William Uricher

Head of School
Yoshiaki Obara

ARマーカーのついているページにスマートフォンのカメラをかざすと、
動画などのコンテンツがご覧になれます。

「Google Play」、「App Store」から「TAMAGAWA」を
検索してダウンロードしてください。

▼

Android
 「Google Play」

▼

iOS
 「App Store 」



12の教育信条
Twelve Precepts of Education

全人教育
“Zenjin” Education

学的根拠に立てる教育
Education that is Scholarship

反対の合一

個性尊重
Respect for Individuality

自然の尊重
Respect for Nature

第二里行者と人生の開拓者

自学自律
Self Study, Self Autonomy

師弟間の温情 24時間の教育

能率高き教育
Highly Efficient Education

労作教育 国際教育

IB学習者像
IB Learner Profile

創立当初より国際教育に力を入れてきた玉川学園。更なる国
際教育の追究、生徒たちに活かせる英語力を身に付けさせる
一つの方法として、国際バカロレア（IB）が導入されました。 
「教育の理想は、人間文化のすべてをその人格の中に調和的に
形成すること」と掲げる玉川学園の全人教育。 「多様な文化の
理解と尊重の精神を通じ、より良く、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
理念におくIB。 これらの考え方は、生徒の内面的な価値観、

物事を知る力、地域社会への貢献や行動できる人材となれる
ことに焦点を当て、目標として立てられており、非常に補完的
なものであると考えています。
玉川学園のIBプログラムは、グローバル社会で必要とされる新
しいスキルを身に付ける姿勢を常に持つことにより、様々な視
点から物事を見て世界で活躍できる真のグローバルリーダー
を育成することを目指しています。それは、「12の教育信条」
と「IB学習者像」の融合を重視している本学園のIBプログラム
だからこそできることだと考えています。

The IB Programmes at Tamagawa
Tamagawa Academy has focused on global education since 
its founding. The International Baccalaureate (IB) was 
introduced at the school to further both its idea of global 
education and the English proficiency of its students.
Tamagawa's Zenjin Education states, "The idea of 
education is to form the values of human culture in a 
harmonious manner within a person's personality." The 
IB aims "to develop inquiring, knowledgeable and caring 
young people who help to create a better and more 

peaceful world through intercultural understanding and 
respect." We find these concepts highly complementary, 
aiming to develop a student's inner values, intellectual 
capacity and focus on community service/action.
The IB at Tamagawa Academy aims to develop real 
global leaders who have, and can continue to acquire 
new skills required in a global society, and who can see 
things from varying perspectives in order to play an 
active role in the world. We feel this is uniquely possible 
through our focus on the integration of our 12 Precepts 
of Education and the IB Learner Profile. 

"The International Baccalaureate (IB) is a 
world-wide educational program with a history of 
more than 50 years, which aims to develop human 
beings with an international perspective who can 
be active across the world. There are now 5,278 IB 
schools in 158 countries around the world. In 
addition, the IB Diploma is recognized by 
universities in 90 countries around the world, 
including the Ivy League in the U.S., and more 
than 60 universities in Japan have introduced the 
IB Diploma as a qualification for university 
applications. Tamagawa Academy has been 
accredited as an IB World School since 2007. 
Since then, as the only Japanese Article 1 School 
in Tokyo area which offers the Middle Years 
Programme (MYP) and Diploma Programme (DP) 
both in English, we have more than 100 students 
who has successfully completed our program.

国際バカロレア（IB）とは世界で活躍できる国際的な視野
をもつ人材を育てることを目指す、50年以上の歴史がある
世界基準の教育プログラムです。今では世界158ヵ国、
5,278校が認定を受けています。また修了する際に取得
が可能となるIBディプロマ資格はアメリカのアイビーリー
グを始めとする世界90ヵ国の大学で出願資格として認め
られており、国内においても60大学以上で出願資格として
導入されています。玉川学園では2007年にIBワールドス
クールとして認定を受け、ミドル・イヤーズ・プログラム
（MYP）、ディプロマ・プログラム（DP）を英語で提供する
首都圏唯一の一条校として、現在までに100名以上の卒
業生を輩出しています。

What’s IB?

IBとは？

Since its founding in 1929, Tamagawa Academy 
has placed the “Zenjin (Holistic) Education” of the 
school’s founder, Kuniyoshi Obara, at the center of 
it’s educational philosophy. It’s ideal of education is 
the harmony and creation of the six values of: 
Academics, Morality, Art/Aesthetics, Religion, 
Health, and Wealth. In order to achieve these, the 
school has set the “12 Precepts of Education” listed 
on the left. The motto, “Take charge of life’s most 
d i f f i c u l t ,  u n a p p e a l i n g ,  p a i n f u l  a n d  
disadvantageous situations with a smile.” is a 
guiding principle shared among all Tamagawa 
students, as we believe that those who face their 
own challenges are ideal to become leaders in the 
21st century. Having this philosophy as an Article 
1 school, students will be able to experience many 
school events and club activities that Japanese 
students and schools cherish, while taking part in 
an international program, and having the 
possibility to graduate with both the IB Diploma 
and the Japanese National High School Diploma.

玉川学園は1929年の創立以来、創立者小原國芳の「全人教育」を
教育理念の中心におき、人間形成には真（学問）・善（道徳）・美（芸
術）・聖（宗教）・健（健康）・富（生活）の6つの価値を調和的に創造
することを教育の理想とし、その実現のために左記の12の教育信
条を掲げています。また、自ら困難に立ち向かえる人材こそ、21世紀
のリーダーにふさわしい人間像であると捉え、「人生の最も苦しい 
いやな 辛い 損な場面を 真っ先きに微笑を以って担当せよ」という
玉川モットーを、玉川っ子共通の指針としています。このような教育
理念のもと、日本の一条校として、海外のプログラムを受講しな
がら日本の学校で大切にする学校行事の数々やクラブ活動を経
験することができ、更に、本学園を卒業する際にはIBディプロマ
と日本の高等学校卒業資格の両方を取得することが可能です。

Education at Tamagawa Academy

玉川学園での教育

玉川学園のIBプログラム

Trust within the School Community

“ROSAKU” Education

Uniting Opposites

One Who Walks the Extra Mile and 
One Who is a Pioneer in Life

24-Hour Education

Global Education

探究する人 バランスのとれた人

考える人 振り返りができる人

知識のある人 心を開く人

コミュニケーションができる人 挑戦する人

信念をもつ人

思いやりのある人

I B atThe Ta magawa

INQUIRERS PRINCIPLED BALANCED

THINKERS CARING REFLECTIVE

KNOWLEDGEABLE OPEN-MINDED

COMMUNICATORS RISK-TAKERS
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IB Extra-Curricular Activities
Whole School Events

学校教育法による名称

中期研修（10年生・希望者）
St.Cyprian's Schooｌ研修（South Africa）

Tamagawa Nanaimo Campus

長期留学（10年生・希望者）
Scots College留学（New Zealand）

玉川学園での名称

Students will acquire the ability to make connections between subjects and develop the ability to make decisions from 
multiple and objective perspectives, throughout their 7 years in the IB Division.

中学校小学校

ローリング入試（随時）

転編入試 転編入試転編入試一般/帰国生入試 一般入試

高等学校

IB Student Council Model United NationsMusic FestivalP.E. Festival School Festival Club Activities

入試制度

IBプログラムには、3～12歳対象のPYP、11～16歳対象のMYP、高等学校の最終2学年対象のDPがあります。玉川学園では、　　　　小学校課程より文部科学省「教育課程特例校」の認可を受けた独自のバイ
リンガル教育を実践しています。2021年度より6年生で導入するIBプログラムではMYPの教育手法を取り入れ、DPを含めた　　　　7年間の学びを展開し、国際教育の質をさらに向上させていきます。

※現在のMYPは７年生から実施。2021年度より6年生からMYPを開始する予定です。

6年生 10年生 11年生 12年生7年生 8年生 9年生
玉川学園から内部進学

国内の小学校・インター校

海外の小学校・インター校
Middle Years Programme

Elementary School Junior High School

Rolling Entrance Exam (on demand)

Transfer Exam Transfer ExamExternal/Returnee Entrance Exam External Entrance Exam Transfer Exam

High School

Diploma 
Programme

7 年間の IB ディビジョンでの学びを通し、教科を横断的に関連付けて学ぶ姿勢を身に付け、多角的・客観的な視点からの判断力を
養います。

RoadmapGrade 6–12

ハンネス・シュナイダー スキー学校
（7年生・必修）

カナダ研修（8年生）

Become 
Real Global 
Leaders
世界で活躍できる人材へ

国内の大学・海外の大学

中期研修（10年生・希望者）
St. Mildred's-Lightbourn School研修（Canada）

65



MYPGrade6–10

Middle
Years
Programme
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私がIBクラスを目指した理由は英語力を伸ばし、自分への挑
戦をしたかったからです。授業だけでなく数々の行事で先生
や他学年の生徒たちとの交流の中で、新しい挑戦があり、
日々刺激を受けています。はじめは間違いを恐れ、理解して
いるのに英語で表現する事に躊躇する事が多くあり、発言
することがなかなかできませんでした。しかし先生から「間
違えてもいいから話すことが大切で、間違えることで上達す
る」と勉強面だけでなく積極的に自分の意思を伝える大切さ
も教えていただきました。将来は IB クラスで学んだことを生
かし、国際的な視野で、日本を見つめ直す機会を持ち、人の
支えになる仕事に就きたいと思っています。

I believe that every little effort I make will create who I am in the future, 
so you should challenge yourself in many different ways too! 

金成 玲奈  10 年生  
Reina Kanenari （Grade 10）

Student Voice

Art, Music

The International Baccalaureate Middle Years Programme 
(MYP) at Tamagawa provides students with a holistic, bilingual 
education for grade 6 to 10 students. Major subjects are mainly 
taught in English, whereas speciality classes are mainly taught 
in Japanese, and all subjects in the MYP follow the 
requirements of the Japanese national curriculum, however our 
teachers also encourage and emphasize the development of key 
skills and attitudes, preparing students not only for the demands 
of the Diploma Programme (DP), but university and the working 
world as well. MYP students are also highly engaged in the 
school's diverse network of club activities and committees, and 
often play key roles in concerts, festivals and other school events.

玉川学園のMYPは6年生から10年生で実施される包
括的かつバイリンガルな生徒を育てるプログラムです。
主要教科は英語を中心に、実技教科は日本語を中心に
行い、全教科を学習指導要領に沿って学習を進めてい
きながら、その先のディプロマ・プログラム（DP)、そし
て将来に役立つスキルや姿勢を身に付けられるよう工
夫を凝らした授業を行っています。MYPの生徒たちは
日ごろの学習に加え、クラブ活動や委員会にも積極的
に参加し、多くの場面で学園全体の活動の中心となり
活躍しています。

Sample Timetable for Grade7
MON

1

2

3

4

5

6

8:20

7

-18:00

16:25-  
    17:15

7:45-  
    8:15

Class in English Class in Japanese

TUE

PHE

WED

CHAPEL/
LHR

THU

TECHNOLOGY

FRI

SCIENCE

SCIENCE

HOME ECO

I&S

JAPANESE

SCIENCE

MUSIC

I&S

SCIENCE

JAPANESE

PHE

MATH

JAPANESE

ENGLISH

ENGLISH

I&S

I&S

MATH

ENGLISH

ENGLISH

Independent
Study

Independent
Study

JAPANESE

ENGLISH

LHR

ART

ART
Student

Committees

MATH

Study Hall
(Japanese)

Study Hall
(Science)

Study Hall
(I&S)

Study Hall
(Math)

Study Hall
(English)

MUSIC

MATH

English Morning Support

HR

LUNCH

PERIODS

PHE

Club Activities
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MYP CoreMYP Core

MathsMaths

Service at 
Tamagawa

Study Hall

Personal Project
Students begin the Personal Project at the end of 

grade 9 and complete it during grade 10. Students 
work closely with a supervising teacher to design a 
'product' of their choice. Students then produce a 
report reflecting on the successes and challenges they 
faced, drawing on the skills and knowledge they have 
acquired from different subjects, across 5 years of IB 
learning. 

MYPの集大成の活動として9年生の終わりか
ら10年生にかけて生徒全員が取り組みま
す。一人ひとりにつくスーパーバイザーの
教員と共にそれぞれの選んだテーマの
作品を作ります。最終的に生徒は5
年間のMYPでの活動を振り返り
ながら、これまでに学んだこと
や作品の制作過程において成
功した点、苦労した点などを

レポートにまとめます。

Each student is required to bring 
a PC or tablet for all classes. Wi-Fi 
n e t w o r k  i s  a v a i l a b l e  i n  a l l  
classrooms.

生徒は1人1台ノートパソコンやタブ
レットを持参し、授業に参加しま
す。学内すべての教室にWi-Fi
が完備されています。

IB students are expected to engage with local and 
global issues and plan and take action to address 

them. This aspect of the MYP is called 'service as 
action.' In class teachers introduce students to local and 
global issues, then students explore what they can do 

to reduce the problem, such as leading campaigns in 
school or take part in volunteer activities outside of 

school etc.

IBクラスの生徒たちは、常に地域や世界の問題に目を
向け、それに対して自分たちができることを考え、計画
し、行動を起こすことが期待されています。これを
MYPでは「行動としての奉仕」と呼びます。授業内や
実社会で起こる問題について学び、それを全校集会
で紹介したり、学外でボランティア活動を行うなど問
題に対し積極的に生徒一人ひとりが取り組みます。

BYOD 
Bring Your 
Own Device

Study Hall is scheduled after school everyday to further support students in 
the different subject areas. Students can come to Study Hall any day of the 

week for a quiet place to work on homework or assessments. Students with 
low levels of achievement in their previous term  are required to attend 

Academic Support once a week. This is done to support them in needed 
areas over the next term. All Study Halls have daily subject themes, so 

students wanting extra explanation or practice can meet subject 
teachers on duty to ask questions specifically in the subject area. 

スタディホール（SH）は毎日放課後に開講されており、様々な教科分野の学
習をサポートしています。生徒はいつでも参加でき、静かに宿題や評価
課題に取り組むことができます。また、各学期末の各教科において
成績が低かった生徒は、次学期はアカデミックサポートとし
て、週に一度それぞれの教科のSHに出席することが義
務付けられています。SHでは毎日テーマを設定してお
り、疑問がある場合や追加で学習したい生徒は、教科
担当の教員に質問をすることができます。

Japanese Language 
Acquisition
Japanese Language 
Acquisition

ScienceScienceEnglishEnglish

English Morning 
Support

MYP
Middle
Years
Programme

Grade
6–10 For students who require additional language support, 

English and Japanese Morning Suppor t is provided 
everyday in the early morning before regular classes begin. 

Students are assigned to come based on their language and 
grade level. In these classes, we work on general grammar and 
vocabulary that will support students in their other subjects.

英語および日本語のサポートが必要な生徒のために毎朝授業前に
モーニングサポートが開講されています。言語レベル・学年に応
じて参加日数が異なります。このクラスでは授業についていけ
るよう、それぞれの教科で使用するキーワードや文法の予
習・復習を行います。

Individuals & 
Societies

Individuals & 
Societies

9 10
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The International Baccalaureate Diploma Programme (DP) 
is a rigorous two-year curriculum in the final two years of 
high school that promotes the development of academic 
knowledge, content, skills and research. A focus on cultural 
and national identity, intercultural understanding and 
respect, and personal well-being, enhances the individual 
development of learners as caring young people who seek to 
develop a better and more peaceful world.

ディプロマ・プログラム（DP）は、高等学校の最終2学年
における厳格なカリキュラムで、生徒たちの学術的な知
識、内容、スキル、研究の発展を促進します。2年間を通
じ、文化的・国民的なアイデンティティ、異文化理解と尊
重、個人的な幸福感に焦点を当て、より良い平和な世界
の発展を目指す思いやりのある若者として、生徒それぞ
れの成長を促します。

GROUP 1
Japanese A : Literature SL/HL

English A : L&L,SL/HL
Mandarin A : L&L,SL

(7points)

GROUP 4  
Physics SL/HL

Chemistry SL/HL
Biology SL/HL

(7points)

GROUP 6
Visual Arts SL/HL Film SL＊

(7points)

         GROUP 5
     Mathematics:

    Applications and
Interpretation SL

Mathematics:
Analysis and

Approaches SL/HL　　　　
(7points)　

  GROUP 2
  English B SL/HL
 Japanese B SL/HL

Mandarin B SL/HL  
(7points)

GROUP 3       
Environmental   

Systems
and Societies SL
History SL/HL

　　Economics SL/HL
(7points)

L&L=Language & Literature
SL=Standard Level
HL=Higher Level

＊Online course by Pamoja

DP Requirements
The IB Diploma requirements
・The candidate’s total points are 24 or more out of 45 points;

・There is no grade "E" for Theory of Knowledge class and Extended 
Essay and CAS requirements have been met;
・There is no grade "1" in any subject.

＊More information can be found on our website.

The Bilingual IB Diploma
A Bilingual IB Diploma will be awarded to a successful 
candidate who fulfills one or both of the following criteria:
・Take two languages selected from group 1 (English, Japanese, Mandarin), 

complete with the grade 3 or higher in both

・Complete one of the subjects from group 3 or group 4 in a language that 
is not the same as the candidate’s group 1 language. The candidate 
must attain a grade 3 or higher in both the group 1 language and the 
subject from group 3 or 4.

IBディプロマ取得要件
・DPスコアの合計点が45点満点中24点以上に達した者 
・コア科目「知の理論」と「課題論文」のいずれにも「E」の評価がな
かった者、「CAS」の要件を満たした者 
・「1」の成績を受けた科目（HLまたはSL）がなかった者など
＊取得要件についての詳細はホームページをご覧ください。

バイリンガルIBディプロマ
バイリンガルＩＢディプロマは、以下の規準のいずれかまたは両方
を満たした者に授与されます：
・グループ１で２言語（英語、日本語、中国語）を選択し、その
両方で「３」以上の成績を取得
・グループ１の選択言語とは異なる言語でグループ３か４の
１科目を修了し、グループ１の選択言語とそのグループ３か
４の科目の両方で「３」以上の成績を取得

Grade11–12DPDiploma 
Programme

SL=Standard Level　HL=Higher Level

Sample Timetable for Grade 11

Class in English Class in 
Japanese/Mandarin

MON TUE WED THU FRI

8:20 HR

Lunch

Club Activities

1

2

3

4

ESS SL
BIO SL/HL
PHY SL/HL

JPN A SL/HL
JPN B SL/HL
※MDR A SL

DP CORE TOK BIO HL
PHY HY

ESS SL
BIO SL/HL
PHY SL/HL

JPN A SL/HL
JPN B SL/HL
※MDR A SL

ECO SL/HL
ESS SL

BIO SL/HL
PHY SLHL

BIO HL
PHY HY

MAA SL/HL
MAI SL

ENG A SL/HL
ENG B SL/HLECO SL/HL MAA SL/HL

MAI SL ECO SL/HL

HIS SL/HL
ART SL/HL
CHE SL/HL

FLM SL

ENG A SL/HL
ENG B SL/HL

CHE HL
ECO HL

HIS SL/HL
ART SL/HL
CHE SL/HL

FLM SL

ENG A HL
ENG B HL
※MDR B SL

5

6

7

8
（-17:15）

-18:00

ENG A HL
ENG B HL
※MDR B SL

PHE
HIS SL/HL
ART SL/HL
CHE SL/HL

FLM SL
MUS

JPN A HL
JPN B HL
※MDR B SL

TOKPHEENG A SL/HL
ENG B SL/HL

JPN A HL
JPN B HL
※MDR B SL

JPN A HL
JPN B HL
※MDR A SL

JPN A SL/HL
JPN B SL/HL
※MDR A SL

MAA HL
HIS HL
ART HI

MAA HL
HIS HL
ART HI

ENG A SL/HL
ENG B SL/HL

ECO HL
CHE HL

HIS SL/HL
ART SL/HL
CHE SL/HL

FLM SL
ECO SL/HL

ESS SL
BIO SL/HL
PHY SL/HL

MAA SL/HL
MAI SL

MAA SL/HL
MAI SL

PERIODS
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Theory of Knowledge is a course about critical thinking, reflection, and inquiring 
into how we know what we know, and why we accept and reject knowledge. The 

course encourages students to reflect on the nature of knowledge in relation 
to their DP subjects in order to become aware of their own perspectives and 

the perspectives of others with whom they share knowledge.

知の理論は、私たちが持つ知識について何をどのように知っているのか、なぜ私たちは知識
を受け入れたり否定したりするのかについて、批判的思考、振り返り、探究を
していく科目です。 この授業では、自分自身の視点と知識を共有
する他者の視点に気づくために、DP科目との関連で知識の
本質について考察することを促します。

Theory Of Knowledge 
知の理論

Creativity, Action, Service 
創造性・活動・奉仕

Theory 
Of Knowledge 
Theory 
Of Knowledge 

Student Voice

黒田 宏太  12年生 
Kotai Kuroda （Grade 12）

The reason why I joined Tamagawa IB was that studying in both English and Japanese was 
appealing to me. I always had a desire to learn English because many of the films I liked were 
American films. In addition, I joined IB because there were many opportunities where students 
can interact with students from overseas. For example, all Tamagawa IB students in Grade 8 go 
to Canada for two weeks to experience life in a foreign country. Students are able to meet with 
native English speakers and stay at their homes. Not every school offers such an opportunity, 
which made me want to go to Tamagawa IB. Studying in the IB is exciting because you can learn 
skills that are very important in life. I believe that one of the benefits of learning in IB is that the 
curriculum really focuses on how to learn. The IB teaches students about critical thinking, 
communication skills, research skills, and self-management skills. These abilities made me 
become an independent learner. Students are given the opportunity to learn how to 
collaborate with classmates through fun activities like debates and group discussions. I believe 

that what I learned in the IB will help me in university and in the future. The biggest 
challenge I encountered was balancing my studying and football club activity. Sometimes, the amount of training and assessments 

was overwhelming. However, I was able to manage both activities by working hard and this gave me confidence. Studying in the 
IB developed my global perspective, which made me feel responsible in contributing to solving social problems. I want to 

become a person who can help people and bring positive effects to society. My current interest is studying natural 
disasters and the environment in university.

IBプログラムで学ぶこと全てが自分の確かな力になっていきます。
先生たちのサポートも素晴らしく、思う存分学べる環境が整っています。
IBで学んで世界に通用する人間になろう！

Creativity, Activity, Service (CAS) is situated within the heart 
of the DP as a core element to strengthen and extend students' 

personal and interpersonal learning. Experiences related to creative 
and original explorations, active healthy lifestyles, and collaborative 

community service all contribute to self-awareness and the needs of 
others.

創造性、活動、奉仕（CAS）は、DPの中心に位置
し 、生徒それぞれの学びと対人関係の学びを強
化し、それを拡張するための中核的な役割を果
たします。 創造的で独創的な探究、アクティブ
で健康的なライフスタイル、地域に貢献する奉
仕活動に関わるこれらの経験は、すべて自己認
識と他者のニーズに貢献しています。

ChemistryChemistryDP CoreDP Core
EnglishEnglish

DP
Grade
11–12

Diploma 
Programme

EconomicsEconomics

MandarinMandarin

The extended essay is a required independent research 
project that requires students to engage in formal academic 

research and writing about a topic of interest related to their DP 
subjects. Through high-level research and intellectual skills, students write 

a coherent, well-reasoned argument appropriate for the rigor of the 
chosen academic discipline.
課題論文（EE）は、履修しているDP科目に関連した興味のあるト
ピックについて、正式な学術的研究と執筆に従事することを要
求される独立した研究プロジェクトです。
高度な研究スキルを駆使して、選択した学問分野の厳格
さにふさわしい、一貫性のある十分な根拠のある論
証を展開していきます。

Extended Essay 
課題論文
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UK

Spain

MalaysiaCameroon

Scotland
Russia

Morocco
UAE

Australia

India

New Zealand

Canada

USAChina

Philippines

South Korea

Bahrain

Vietnam

Our full-time IB college counselor supports IB students and 
their families to find the best fit in higher education for 
each student. The IB College Counselor provides university 
information sessions for IB students and parents to expand 
the students’ possibilities and view. Individual counseling is 
always available by appointment. Also, admission staff 
from international and domestic universities visit our 
school to give information sessions to IB students 
throughout the year. 
By assisting IB students in selecting DP subjects and 
preparing application materials, we support students in 
chasing their dreams for the future.

IBプログラムではカレッジカウンセラーが１名常駐し、生徒一人ひとりの個性や能力に合った最適な進学先を見つけらえるよう生
徒及びご家庭へのサポートを行っています。生徒の可能性を広げられるよう、生徒との個別面談、進路説明会の他に保護者向
けの説明会や保護者面談、海外大学や国内大学による説明会も年間を通じて実施しています。 他にもDPの科目選択や12年生
の海外大学・国内大学への出願など、夢の実現に向けてサポートをしています。 

早稲田大学 / Waseda University

上智大学 / Sophia University

立教大学 / Rikkyo University

慶應義塾大学 / Keio University

立命館アジア太平洋大学 / 
Ritsumeikan Asia Pacific University

法政大学 / Hosei University

国際基督教大学 / International Christian University

中央大学 / Chuo University

明治学院大学 / Meiji Gakuin University

武蔵野大学 / Musashino University

学習院大学 / Gakushuin University

関西学院大学 / Kansei Gakuin University

桐朋学園 / Toho Gakuen School of Music

21
18
16
7
6

5
4
4
4
3
2
1
1

University Acceptance Data 2016–2020

IB University Counselling

成城大学 / Seijo University

玉川大学 / Tamagawa University

愛知医科大学 / Aichi Medical University

青山学院大学 / Aoyama Gakuin University

桜美林大学 / J.F. Oberlin University

関西医科大学 / Kansai Medical University

甲南大学 / Konan University

順天堂大学 / Juntendo University

東京工芸大学 / Tokyo Polytechnic University

日本大学 / Nihon University

武蔵野美術大学 / Musashino Art University

山梨学院大学 / Yamanashi Gakuin Univeristy

横浜市立大学 / Yokohama City University

筑波大学 / University of Tsukuba

大学名 【Overseas－海外】 大学名 【Overseas－海外】 大学名 【Overseas－海外】

Temple University, Japan Campus
The College of Wooster
University of Washington
Boston University
Davidson College
Dickinson College
Ithaca College
Montana State University
Mount Holyoke College
New York University
Parsons School of Design
Quinnipiac University
Reed College
Rochester Institute of Technology
San Francisco State University
The City University of New York
The University of Iowa
University of Arkansas 

2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

University of California, Davis
University of California, Irvine
University of California, San Diego
University of Hawaii at Manoa
University of Massachusets－Amherest
University of Richmond
Wesleyan University

University of Exeter
University of Sussex
Aberystwyth University
Birmingham City University
Durham University
Goldsmiths, University of London
King's College London
The University of Edinburgh
University College London
University of Birmingham
University of Essex

University of Portsmouth
University of Southampton
University of St Andrews
University of York

The University of British Columbia
University of Toronto
McGill University
University of Alberta
University of Calgary

RMIT University
The University of Melbourne
The University of Sydney
University of New England
University of Queensland

2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

4
1
1
1
1

1
1
1
1
1

大学名 【Domestic－国内】 大学名 【Domestic－国内】

私は今、アメリカ、マサチューセッツにあるボストン大学で舞台美術を勉強しています。
玉川学園では英語劇部に所属し、英語で公演をする中で舞台美術に興味を持ちました。
実際にこの進路を選んで充実した生活を送れているのは、IBプログラムのArtやTOK、
Extended Essayの授業の中で自分なりに舞台に関する考察や研究をし、これは自分が学
びたいことだという確証を得ることができたからです。また、私は舞台美術の専攻に加え、
「イノベーションと起業」という副専攻をしています。初めにビジネスに興味を持ったのも、
DPで経済の授業を取っていたからです。そして舞台美術についての研究を行っていく中で、
ビジネスとしての演劇についても学びたいと感じたからです。
私は玉川学園のIBプログラムで探究心を育て、たくさんの機会と挑戦から自分の夢
を見つけることができました。皆さんの中学、高校生活が新しい発見に満ちたものと
なるよう願っています。

2019年卒岡崎アミ
Ami Okazaki
Boston University 2年

Tamagawa’s Internationalism

教員が教えたことのある国／

教員の出身国／Teachers' country of origin

Countries where teachers have taught
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玉川学園IBプログラムと国内のインターナショナルスクールとの違いは？

玉川学園マップ

記念体育館記念体育館

記念グラウンド記念グラウンド

小田急線 玉川学園前駅小田急線 玉川学園前駅

サイテックセンターサイテックセンター

スターレックドームスターレックドーム
マルチメディアリソースセンター
（MMRC）
マルチメディアリソースセンター
（MMRC）

K-12 中央校舎K-12 中央校舎 K-12
東山校舎
K-12
東山校舎

アートセンターアートセンター

What is the difference between Tamagawa Academy IB Programmes and international schools in Japan?

Q&A

入学試験日程および実施方法等に変更が生じる場合があります。 最新の情報はホームページに掲載いたします。
The entrance exam schedule and procedures may change. The latest information will be posted on our website.

※このページにスマートフォンのカメラをかざすと、
　玉川学園キャンパスの空撮動画がご覧いただけます。
※このページにスマートフォンのカメラをかざすと、
　玉川学園キャンパスの空撮動画がご覧いただけます。

4 月入学転・編入試
9月入学転・編入試
ローリング入試

6・8・9・11年生
6 ～10 年生
6 ～11年生

4 subjects and interview with examinees and parents.
Grade 6-11
English （Questions given in English)
Mathematics (Questions given in both English and Japanese)
Science, Social Studies (Questions given in Japanese)

6 年生
英語（英語による出題）
算数（英語または日本語による出題、選択可）
理科、社会（日本語による出題）

7～ 11年生
英語（英語による出題）
数学（英語または日本語による出題、選択可）
理科、社会（日本語による出題）

April Admission
September Admission
Rolling entrance examination

 
Grades 6, 8, 9, 11
Grades 6 -10
Grades 6 - 11

国内のインターナショナルスクールでは、一部の学校を除き、日本の大学入学資格を得ることができません。玉川学園IBプログラムは、
学校教育法第一条に規定された日本の学校です。文部科学省の学習指導要領と国際バカロレア機構（IBO）のIBカリキュラムの両方
を網羅しているため、日本の高等学校卒業資格とともに国際バカロレア統一試験に合格すれば、IBディプロマ資格を得ることができ
ます。IBディプロマを取得できなかった場合も、日本の高等学校卒業資格を用いて国内外の大学へ出願が可能です。

Except for a few schools, students of international schools in Japan cannot qualify for domestic university admission. The 
Tamagawa Academy IB Programmes are recognized as a Japanese school according to Article 1 of the School Education Law. 
Since it covers both the curriculum of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) and the 
curriculum of the IB, students can obtain the Japanese high school graduation qualification along with the IB Diploma 
qualification if they pass the IB Exams. Even if students are unable to achieve the IB Diploma, regularly they achieve the 
National High School Diploma, in which students are able to apply to both domestic and overseas universities.

授業時間は一般クラスと同じですか？
Do the IB Programmes hold the same number of 
classes per week as the non-IB Section of the school?

一般クラスの授業時間は1日6～7コマ（週32～34時間）です。IBクラスの場合、
中学課程は補習クラスを含めて1日7～8コマ（週37～39時間）、高校課程では
8コマ（週40時間）です。家庭学習も重視しているIBクラスでは毎日2～4時間
程度家庭学習が必要です。

There are 6–7 classes per day (32–34 hours per week) in the non-IB 
section of the school. For the IB class, there are 7–8 classes per day (37–39 
hours per week) not including the AM and PM Support Classes in Junior 
high school. In high school, there are 8 classes (40 hours per week). Also 
we require students to study at home for 2–4 hours every day.

転・編入の募集はありますか？
Can students transfer from another school?

4月入学（2月転・編入試験実施）と9月入学（7月転・編入試験実施）の年2回実施する転・編入学試験と、海外からの帰国あるい
は国内で保護者の転勤に伴う転居による場合に随時実施するローリング入学試験があります。出願の際は、事前にご相談ください。

Transfer examinations are conducted twice a year: in February for April admission and in July for September 
admission. We also hold rolling entrance examinations that are conducted on demand, for students returning from 
abroad or within Japan due to a family’ s relocation. Please consult us in advance when applying.

保護者も英語ができなくてはならないのですか？
Do parents need to be able to speak English fluently?

学校からの連絡は日本語と英語の併記で行われます。学校
や教員への問い合わせは日本語と英語どちらでも構いませ
ん。また必要に応じての通訳の体制も整えています。
Communication from the school will be in both 
English and Japanese. You may contact the school 
and/or teachers for any inquiries in either English or 
Japanese. Translators are also available if needed.

どのような先生が担当されますか？
What kind of teachers do you have?

授業を担当するIB教員は、全員が自国の教員免許を持っており、その多くが
日本の特別免許も取得しています。また、国際バカロレア機構（IBO）の研
修を受け、IBプログラムで教科を教える資格を有しています。さらに IB
教員は定期研修に参加することで、常に最新のIBカリキュラムに基づい
た質の高い世界標準の授業を行っています。

All IB teachers have a teaching license in their own country and 
many of them have a special license in Japan.  They are also 
trained by the International Baccalaureate Organization (IBO) 
and qualified to teach subjects in the IB programmes. Teachers 
regularly participate in IB training workshops inside Japan, 
online and abroad to insure students are taught using the 
most up to date curriculum and pedagogical strategies.

IBの生徒もクラブ活動には
参加できますか？
Can IB students join club activities?

可能です。現在多くの在校生が参加しています。
開講しているクラブ活動は学年により異なります
ので、詳しくはホームページをご覧ください。

Yes, they are encouraged to join club 
activ it ies  that  are mostly  run by  
Japanese teachers/coaches. The majority 
of IB students join these activities during 
some point in their studies. Please see our 
website for more information.

　募集学年・Recruiting Grade 　試験内容・Exam subjects
4 科目の筆記試験と受験生および保護者同伴面接

詳しくはこちら▶
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IBワールドスクール（MYP・DP）認定校

IB Programs 

IBワールドスクール（MYP・DP）認定校

6～10年生 Middle Years Programme
11～12年生 Diploma Programme

●学園教学部  学園入試広報課
〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
TEL：042-739-8931　E-mail：k12admit@tamagawa.ed.jp 

玉川学園
● IBサイテックセンター事務室（IBプログラム詳細に関するお問い合わせ先）

TEL：042-739-8601　E-mail：tamagawaib@tamagawa.ed.jp
＊お問い合わせはE-mailでお願いいたします。

www.tamagawa.jp/academy/
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