
開智日本橋学園中学校・高等学校 

 

生徒主体の学びで社会貢献できる人材を養成 
 

自らの人生を主体的に選択し、グローバルに生きていく生徒を育成する IBプログラム 

 

「生徒自らが活動する探究型の学び」を突き詰める教育に、多くの受験生親子を惹きつけている開智日本橋学園。

国際バカロレアの認定を受け、中 1 から段階を追いながら丁寧にクリエイティブでグローバルな教育を推進して

います。 

同校ではどのような教育が展開されているのか、それにより生徒たちはどんな成長過程にあるのか。教頭で国際

バカロレア教育主任の近藤健志先生にお話を伺いました。具体的に見ていくことで同校の人気の理由を探ってみ

ましょう。 

 

開智日本橋が進める IB とは 

 

開智日本橋学園の教育方針は「生徒が主体的・能動的に学習する学びの創造」。創造型・探究型・発信型の教育を

展開しており、国際バカロレア（IB）が掲げる理念とまさに一致しています。 

 

国際バカロレア（International Baccalaureate）とは 

 

ジュネーブに本部を置く国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラム。世界の複雑さを理解して、そ

れに対処できる生徒を育成し、未来へ責任ある行動を取るための態度とスキルを身につけさせるとともに、国際



的に通用する大学入学資格<国際バカロレア資格>を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設

置。153 以上の国・地域の約 5000 校で実施されており、日本国内では 37 の小中高が認定されている。開智日本

橋学園は、MYP（Middle Years Programme：11〜16 歳を対象とした中等教育課程）と DP（Diploma Programme：

16〜19 歳を対象とした国際的に認められる大学入学資格<国際バカロレア資格>が取得可能なディプロマ課程）

の認定校。 

 

IB の MYP プログラムに則って学ぶのは、帰国生やインターナ

ショナルスクール出身者が主となる「Global Leading Class

（GLC＝国際先端クラス）」と、英語の学習は中学からながら

高い志をもって国内外への大学進学を目指す「Dual Language 

Class（DLC＝多重言語クラス）」の各 1 クラス（20〜24名）の

生徒たちです。 

4 クラスある「Leading Class(LC＝最先端クラス)」において

も、IB のノウハウを生かした授業が行われています。 

 

近藤先生は、IB のプログラムを推進する理由について、 

「IB が重視しているのは、『生徒主体』、『深い思考』、『発信』の力です。我々は生徒たちにこれらの力を身につ

けることで、 自分自身の手で“やりたいことができるオプション”を広げ、主体的な人生を送ってほしいと思っ

ています。 

AI の時代になり、誰かに言われたことをやるだけの人は淘汰されていきます。なにより、言われたことだけをや

るという人生は、つまらないものなのではないでしょうか。 

自分で興味をもって探究する、探究したことを発表し議論して、互いに認めて合う力は、いずれ社会貢献にもつ

ながります」と話します。 

 

主体的な生き方ができるということは、どんな時代になっても対応できる力、すなわち困難を乗り越えるタフさ

と柔軟性を備えるということではないでしょうか。 

 

「生徒主体」の学びとは 

 

生徒が主体的に学ぶ授業とはどういうものなのでしょう

か。 

教師は「促進者」を表すファシリテーターとして、生徒た

ちに自ら学ぶ姿勢を促し、知的好奇心をくすぐっていき

ます。 

 

例えば昨年、中 3 の DLC で行われた社会の授業では国家

予算について学びました。その授業では、まず教師から生

徒たちにこんな質問が投げかけられます。 

「日本の次年度の国家予算は、どのようなものにしたら

いいと思う？」 

 

これをきっかけに、「国家予算は一体どれくらいか」、「そもそも国家予算とはどんなものなのか」など、生徒たち

教頭の近藤健志先生 

行事でも探究を重ねます。写真は中１での「磯のフィー

ルドワーク」。 



に様々な疑問が浮かびます。 

教師はすかさず「日本の国家予算は、どう作られているのだろう？」と尋ねます。 

それぞれに浮かんだ疑問の芽を大切に、生徒たちは教科書や財務省のホームページなど、いろいろな手段を用い

調べて、自分でノートにまとめあげるなかで、財務省の官僚が案を作り、国会で議員が決議する際には、賛成・

反対の考え方の人がいることを知るのです。 

 

教師は再び「どういう人が案に賛成し、反対するのか？」と問いかけます。 

例えば、防衛費に予算を割きたい政党、社会福祉など困っている人たちにもっと税金を使いたい政党、教育に力

を入れたい政党など、様々な考え方があること、これらの意見を集めて国家予算が作られる経緯を、生徒たちは

自分で調べていくなかで、成り立ちや仕組みを理解していきます。 

 

次なる教師の一手は「では、あなたはどう思う？」ということ。 

ある生徒は、「他国からのミサイルが怖くて安心した国づくりができないので、防衛費を増やしたほうがいい」

と表明します。一方で「私の母は祖母の介護にかかりきりで、働きにも出られず大変そう。そのため福祉に力を

入れたほうがいい」という生徒もいて、それぞれの実体験に伴う考えももち、まとめていきます。さらに自分と

意見の類似した政党のホームページを調べるなど、実社会の動きときちんとリンクさせることも特徴です。 

 

「“自分事”として捉え、興味をもち、調べて、吸収していくのが IB の教育指針です。ファシリテーターの役割

が重要で、質問や自らの疑問で生徒たちは動き始めるのです」と、社会を担当する近藤先生が教えてくれました。 

 

「深い思考力」と「発信力」を養う 

 

この授業がどのような展開を経て、「深い思考」と「発信」

の力を養うかを見ていきましょう。 

 

次に生徒たちが取りかかるのが「自分で次年度の国家予

算を作ってみる」こと。生徒たちはそれぞれの考えに従

い、自分だったらどうするかを考えて楽しみながら作成

します。 

 

「ここで大切なのは、単に国家予算を作るだけではなく、

『なぜそう思ったのか』という視点をきちんと表すこと

です」と近藤先生。 

 

「なぜ？」と問われれば、きちんと論拠を示さなければなりません。例えば福祉とは何か、それが誰になぜ必要

なのか、どのくらいの予算が必要なのか……。あらゆる方向性からの疑問を調べ、レポートに仕上げたうえで、

プレゼンテーションを行います。 

 

「発表時には参議院議員の方をお呼びし、そのプレゼンを聞いて、国会議員としてどのように感じたかをフィー

ドバックしていただきました。 

生徒たちは緊張していましたが、発信することもディスカッションすることにも慣れているので、指摘に対して

自分の意見に論拠をもち反論していました」（近藤先生） 

学校生活の中で発表の場が豊富にあります。 



 

互いの意見について、自分が感じた賛否や良し悪しをしっかり伝えて、議論し、評価し合うことも IB で重視さ

れている事項のひとつです。 

そのため教師は、シャイで発言できない、「これを言ったら嫌われてしまうかも」など、生徒たちが萎縮しないよ

うな場を作ることも重要な役割です。 

 

ここで近藤先生から興味深いお話がありました。 

「生徒たちは深い思考や発信することに慣れているので、人格と自分の意見を分けて考えることができてきてい

ると思います。 

つまり、それぞれの意見が大きく異なり、激しい議論になった場合でも、相手を嫌いになるのではなく、それは

ひとつの考えとして受け入れられるようになるということです」 

 

自分とは違う考えの排除や誹謗中傷、過度な忖度を行う大人たちの姿を目にすることも多い現代。多様なバック

グラウンドをもつ世界の人々と生きていく子どもたちに必要なのは、こうした多様性を受け入れる力と共により

良いものを協働して構築する力です。互いを認め合う素養がしっかりと根付いている生徒たちは非常に頼もしい

存在といえます。 

 

ICTも活用し、学習を促進 

 

自分自身の思考を深め、他者の意見も尊重できる姿勢を

身につけて、それらを鑑みて最適解を探る機会が多い開

智日本橋学園の学校生活。 

こうした一連の流れは授業の中だけで行われるもので

はありません。同校では ICT を活用して、生徒たちは家

庭で知識の習得を行う機会も多くもちます。 

 

web 上にはリアルな授業と連動したクラスルームがあ

り、授業の振り返り、宿題や課題の提出などが行われま

す。 

授業だけではなく、ホームルームでのやり取りも web上

で可能。例えば体育祭や文化祭など行事の際には、委員の生徒たちが中心となり発信し、それに対して生徒たち

もそれぞれの希望や考えを述べていきます。 

 

中 3 のクラスが発案・企画、実施したのは、お茶を飲みながら、自分の子ども以外になんでも聞けるという保護

者会です。彼らは保護者に宛てて、保護者会の企画の趣旨を説明し、お茶代を我が子に持たせるよう依頼。 

 

当日は輪を 2 つ作り、外側は保護者、内側に生徒が座り１対 1 や 1 対 2 の面談にして回っていくという形式を採

用。思春期の子どもとの付き合い方や適切な距離感の取り方など、生徒たちの率直な生の声を聴くことができた

ことは、保護者にとって目から鱗であり、非常に有意義な時間になったと好評を博しました。 

 

また web を使うことにより、みんなの前で手を挙げて発言しづらいという生徒でも、バーチャル空間であれば考

えをまとめて、意見を伝えやすいという利点もあります。 

もちろん授業でも PCを活用しています。 



「現在高 1 のある生徒が中 1 だった時、どうしても人前で話すことができませんでした。しかし web 上ならばと

勇気を振り絞って発言してみると、クラスメイトたちから次々に『いいね』と賞賛を受けたのです。 

みんなに促されながらですが、その生徒は次第に実際に発信してみようという雰囲気になっていきました。周り

の生徒たちもその子が言えるまで『待つ』ことを覚え、大きな成長を感じました。その生徒はその後徐々に発信

できるようになり、今では難なくプレゼンを行っています」（近藤先生） 

こうした経験は、他のクラスでも広がりを見せ、生徒たちの成長に一役買っています。 

 

「こうした様々な動きは web 上で完結する場合もありますが、その結果を受けて教室でのディスカッションが行

われます。事前に情報収集がされているので効率化され、より密度の濃い議論を交わすことができます。 

すべての事柄において、生徒たちは自分がどんな探究を行ったのか、振り返りをして省みて、より良い方策を探

り、協働しながら深め合うような授業設計をしています」と近藤先生は教えてくれました。 

 

IB で重視される主体性、深い思考、ディスカッションやプレゼンなどの発信力は、開智日本橋学園ではリアルな

授業と web 上の両方の教室で適切なバランスを保ちつつ行われているのです。 

 

IB 校として最も大事にするものとは 

 

23区内の私立中高一貫校で唯一、IBの Middle Years Programme（MYP＝中等教育プログラム）と Diploma Programme

（DP＝高等教育プログラム）の認定を受けている開智日本橋学園。実は多くの IB 校が行っているのは DP のみな

のだとか。 

DP の最終試験を受け一定の成績を納めると授与される証書は、海外大学への入学資格になるだけでなく、国内外

で高い評価を受けています。DP のスコアに応じた優遇措置がある大学や『DP 入試』を実施する大学が増えてき

ています。 

 

近藤先生は「DP で求められるのは、MYP 以上に深く考

え、しっかりと表現することです。より明確かつグロ

ーバルな基準で、こうした学力がどの程度身について

いるのかが評価されます。本校では中 1 から MYP にじ

っくりと取り組み育てていくので、DP へストレスなく

移行することができます」と、MYP と DP の両プログラ

ムを行う理由を話します。 

 

DP の最終試験では、例えば「世界の中で少数民族が迫

害された理由について、あなたの見解を述べなさい」

というような出題がなされます。 

同校では MYP から答えのない問いへの思考を積み上げてきているので、そうした難問と無理なく向き合うことが

できます。 

 

しかし、中 1 の生徒たちはこれまでがんばってきた受験勉強と、開智日本橋学園での学びの違いに乖離感はない

のでしょうか。 

「これまでの勉強方法から日常的に正解のない問いに向かう学習に慣れるまで、1〜2 年ほどはかかると思って

います。まず中 1 では、人の指示を待たずに、自分から物事を進めていく癖をつけるために、『自分から興味を

ミュージカルを取り入れた発表を行うことで、高い表現

力も身につけます。 



もち学んで良いのだ』ということを根気強く指導します。ただし生徒たちの様子を見ていて確実に言えることは、

『学ぶことが楽しい』という雰囲気ができつつあることです」（近藤先生） 

 

例えば、中 1 の DLC の英語の授業では、生徒たちにこんな質問を投げかけます。 

「他国の子たちに英語で効果的な自己紹介をするとしたら、どうする？」 

 

そこで生徒たちは、「効果的とは何か？」というディスカッションをします。 

これまでやってきた自己紹介はどういうものだったか。効果的でない自己紹介とは？ では効果的な自己紹介と

は？ということを具体的に考えて書き出しました。 

ある生徒は「一人ひとりの名前を覚えるのは大変だから、僕は大好きなバスケを前面的に出してニックネームに

します」。とある生徒は「同じ趣味をもっていそうな人だったら、その趣味についてより多く語るのがいいので

は」、「私は自分が頑張っていることをアピールします」など、様々な意見が飛び出します。 

 

自分の方針が決まったら、次に英語で伝えるためにどんな単語が必要で、どういった文法なのかを自分で調べて

作り上げていきます。 

 

「そのように自分が主体的に学んだ知識は記憶に刻まれますし、使えるものになります。暗記しなさい、テスト

に出ますという動機づけより、楽しみながら自分から問いに対して考えていく姿勢をまずは育てています」と近

藤先生。 

 

MYP の後期である中 3 から高 1 になると、この「効果的」というキーワードを発展させた学びへと繋がっていき

ます。例えば「効果的なプレゼンとは？」、理科では「効果的な実験とは？」など、生徒一人ひとりがより主体性

をもち、行動するようになっていきます。 

 

中 1・2 で身につけた自分で学ぶ姿勢と、それに伴う先生やお互いへの積極的な問い。それに対峙する深い思考

力に加え、プレゼン力・発信力を中 3・高 1 ではより汎用性をもって応用し始めるのです。 

 

「DP」での学びとは 

 

高 2 以降は DP へと移行します。近藤先生は自身が

担当したDPの授業について教えてくださいました。 

「IB 特有の必須科目である、『Theory of 

Knowledge（TOK＝知の理論）』を学んでいます。こ

れは考え方を問う哲学的な学びで、そもそも知識

とは何か、人が知るということはなんだろう？と

いうことを議論します」 

 

ある時は、裁判官と裁判員で異なる判決が出て、裁

判員の結論は高等裁判所で控訴されたという裁判

をテーマに議論を展開しました。 

 

「その記事を読み、裁判官と裁判員のそれぞれが結論に至るまでに、どんな理解や知識の差があったのだろうか、

高 2では「イギリスフィールドワーク」を実施します。写真は

課外短期留学の一コマ。 



ということを考えました。 

裁判官には、裁判官ならではの専門性や領域のしきたり、法学という学術の世界での物事の知り方があります。

それは例えば判例を基にしたり、六法全書を参照したりという論理による方法です。 

一方で裁判員の方たちは、日常生活を送るなかで見たり聞いたり話をしたり、メディアから情報を得るという、

一市民として物事を知る方法です。そこには個人の感情や経験が伴います。 

この裁判はこれまで各人が生きてきたなかで、もっている知識量や情報収集の仕方により、判決内容に差異が生

じたのではないでしょうか。『知』とは一体なにか。世の中の人々も知識を得る方法はまったく異なります。その

ことをきちんと理解して物事を探究することが大切です。単に『知る』ということだけを切り取っても、非常に

たくさんの事柄が絡んでくる複雑さを生徒たちは実感します」（近藤先生） 

 

同校にはかねてから重視している「哲学対話」という道徳の授業があります。中学生は全クラス 2 週に 1 回は輪

になり、答えのない問いに対して自分なりに深く考える時間を設け、相手の意見を尊重する機会となっています。 

 

「印象に残っているのは、中 2 で行われた『良い友達とは何か』というテーマです。ある生徒は、『自分の得に

なることをたくさんしてくれる人』と言います。では“得”の定義はなんでしょう？ 『自分が苦しいときに悩

みを聞いてくれる』、『いいことをやった時に褒めてくれる』など、生徒によって認識が変わります」と近藤先生。 

この議論が発展していくと、困っている人に手を差し伸べたときも助けたことによる学びがあり、よかったと思

えることも得なのではないか。単に一緒にいたら落ち着いてリラックスできるなど、様々な経験則により、自分

が考える“得”についての思案と議論が行われました。 

 

近藤先生はこの授業の重要性と生徒たちの成長について、こう話します。 

「この授業は専門の先生がいらして、ファシリテートしてくださいます。ただし、中 3・高 1 では慣れてくるた

め、生徒たちが自らファシリテーターを務めることもあります。 

 

最初のうちは自分の言い分だけを伝えていた生徒たちも、中 2 くらいになってくると、他者の意見を参照しつつ

も、しっかりと自分の考えも伝えられるようになってきて、コミュニケーションスキルなどがあがります」 

 

同校の生徒たちのこうしたスキルは、どうやって磨かれていくのでしょうか。次章で見てみましょう。 

 

「学び方」を学ぶ 

 

IB では生徒が主体的に学ぶことを推進していますが、

そもそも「学び方」がわかならなければ学ぶことはま

まなりません。そこで具体的な学び方のスキルを培い

ます。 

 

中 1・2 では自然に「自己管理スキル」を重視します。

例えば、宿題や試験勉強など、やらなければならない

ことがあるとき、どのタイミングで始めればいいのか

を自分自身で管理できる力です。最初のうちは友だち

と遊びたい、おしゃべりしていたい、ゲームをしたい

といった欲求を優先し、前日に慌てて取り組まざるを
中２は新入生との合同オリエンテーションキャンプを企

画・実施します。 



得ないことになるかもしれません。 

「自己管理スキル」を磨くことは、まずはやるべきことのリストを作り、優先順をつけたり、二重丸をつけた時

間がかかるものはせめて１週間前に取りかかることなどを学びます。 

 

「リサーチスキル」とは調べ方のスキル。例えばインターネットでの調べものでは、どの情報が信頼でき、何が

信頼できないものなのか。きちんとしたソースが出ているもので判断するなどの真偽を確かめる力を鍛えます。

あわせて書籍のほうが編集者など幾人もの目を経ているので信頼できる、といったことも学んでいきます。 

 

「思考スキル」は、論理的に考えたり、ゼロベースでクリエイティブに考える癖をつけていくことです。高 1 の

歴史では以下のような問いに取り組みます。「歴史には時代区分があるけれど、様々な地域の特性を考えて自分

なりの時代区分を作るとすると、どのようなものになりますか？」。 

「自分だったらどう歴史の移り変わりに節目をつけるかを、ゼロベースで考えることで歴史を学ぶ意味も学んで

いくのです」と近藤先生は話します。 

 

また国語で行われているのは、小説の途中までを読み、その続きを自分で書く授業です。 

「ここまでの主人公の性格や前提などを頭に入れ、ある意味作者になりきってクリエイティブに書いていくこと

が求められます。文章の内容を理解し、作者と対話をしながらその主張を考え、自分なりに創造性を働かせて文

章を書いていきます」と近藤先生。 

 

「コミュニケーションスキル」は、効果的なプレゼンや対話を行うためにはどうしたらいいのかということ。 

「社会性スキル」は、協働するために必要な力です。 

「3〜4 人のグループで行う課題はたくさんあります。誰かがフリーライドしているなど不満が出てくることも

あります。こうしたことを防ぐためにはどうしたら良いのかと学ぶのも『社会性スキル』です」（近藤先生） 

 

この 5 つのスキルは、どんなに時代が変化しようと社会に出た際にも必要なものです。中学生のうちから試行錯

誤しながら、時には失敗しながら学んでいくことで、より実践的なスキルへと磨かれていくのです。 

 

「バイリンガルディプロマ」とは 

 

開智日本橋学園の IB における大きな特徴は、日本語と英

語どちらでも大学レベルの学びに対応できるまで鍛え上

げる「バイリンガルディプロマ」を目指していることで

す。 

 

英語、美術、技術、社会、道徳の授業と HR は、GLC は中

1 から英語で実施。DLC では英語は中 1 の最初から、社会

は中 3 から、その他の教科は中 1 の途中から英語で行わ

れます。DLC の中 1 の HR は担任の先生が様子を見つつ、

1 学期の半分ほどは日本語が使われていましたが、2 学期

からはかなりの割合を英語で営んでいく予定です。なお、

LC も中 3 の美術はネイティブの先生により、英語を使用

した授業となります。 

生徒主体でイベント実施がかなった行事「ヤングア

メリカンズ」。 



 

「DLC での中 3 以降の社会の授業は英語で行うので、生徒たちは最初、本当に大変そうです。しかしできないか

らといってレベルを下げるということはせず、教員が適宜サポートします。また、英語が苦手な生徒に対して他

の生徒が教えるなど、なんとか生徒たちはくらいついてきてくれています。必要に迫られなければ、使える英語

は身につきません。そうした場を学校がきちんと用意しているか、仕掛けを行っているかということです。試験

も宿題もレポートも英語で出しますし、質問も英語でなければ私は答えません。生徒たちには相当な負荷がかか

っていると思います。ただし、先ほどの国家予算の話で、地方交付税交付金などの難しい単語は、日本語でもし

っかり解説します。 

しかし高 1 になってくると慣れてくるのか、ある程度できるようになってきて、生徒たちの努力と適応力の高さ

には感心します」と近藤先生が教えてくれました。 

 

DP に進級する前の高校 1年 2 学期終了時には、外国語運

用能力のヨーロッパにおける共通参照である「CEFR」で

B2 レベルになることを目指しています。 

 

その一方、数学と理科は全学年日本語で学んでいます。そ

の理由を近藤先生に伺いました。 

「本校は日本の教育と IB のいいところ両方を取り入れ

て、日本のなかでこそできる生徒主体の探究型の教育を

行いたいのです。日本の数学と理科教育は世界の中でも

素晴らしいレベルだと思っています。そのため、数学と理

科は必然的に日本語の教材を使ったほうがいい、指導言

語も日本語のほうがより効果的に学べるのではないかと

考えています」 

 

海外大学への進学志望者が多い開智日本橋学園。今年 5 月にはイタリアやスイス、ドイツ、オーストリアなどヨ

ーロッパなどの欧州 7 カ国 8 大学が来校して大学説明会が実施されました。 

 

さらに 6 月には世界各国の大学に進学した、日本人学生らによる講演会とワークショップが行われました。 

「留学フェローシップという団体があり、日本の高校から海外大学への進路選択を主体的にした学生たちがどん

な経緯でそうした決断をしたのか、現在はどのような勉強をしているのかなどを共有しにきてくれました。年に

よって変えていますが、今年は高 1 の全学年と IB の中 1 から高 2 までの全クラスが参加しました」と、近藤先

生は話してくれました。 

 

国内外への進学も視野に入れた進路選択が可能なのは、IB 校ならではの大きな魅力です。 

 

学校説明会では、生徒たちによる発表の機会も設けています。ぜひ足を運んで、開智日本橋学園の教育が結実し

た生徒たちの様子をご覧ください。 

2018 年には、イェール大学で行われた「ワールドスカ

ラーズカップ」の世界最終戦に出場しました。 


