
Tamagawa University Graduate School 
of Education 
Online IB Educator Program in English 

Tamagawa University offers online English medium programme of study which aligns with International 
Baccalaureate Educator Certificate (IBEC) in Teaching and Learning (CTL) in PYP, MYP, or DP. 

 

UNIQUE ATTRIBUTES OF PROGRAM  

In the spirit of the educational principles of “Zenjin” or the 

'whole person', the IBEC programs offered at Tamagawa 

University are about developing holistic educators. It is about 

helping practitioners learn not just how to teach, but to learn 

as reflective practitioners. It is designed to encourage 

practitioners to evaluate their work deeply and reach 

considered conclusions about their practice under the 

educational framework guided by the pedagogical principles 

and philosophy of the IB. Tamagawa Academy K-12 (located 

in the same campus as the University) is an authorized MYP 

and DP school, that can provide access and opportunities for 

IBEC candidates to understand the processes involved in 

educational research as research practitioners in an IB 

environment 

REQUIRED COURSES 

IB certificate in teaching and learning (IBCTL): 10 credits  

Compulsory Courses:  

IB Teaching and Learning IA (2 credits)  

IB Teaching and Learning IB (2 credits)  

IB Teaching and Learning IC (2 credits)  

For IBCTL - PYP 

PYPIIA: Articulating the PYP (2 credits) 

PYPIIB: Assessment and Professional Learning (2 credits) 

For IBCTL - MYP 

MYP IIA: Articulating the MYP (2 credits)  

MYP IIB: Assessment and Professional Learning (2 credits)  

For IBCTL - DP 

DP IIA: Articulating the DP (2 credits)  

DP IIB: Assessment and Professional Learning (2 credits) 
•  

Online information sessions 

Session 1 October 30, 2021 (Saturday) 10:00 (JST) These information sessions are aimed at students 

interested in joining the 2022 cohort. Our academic 

year begins in April 2022. Each session will start 

with a 10-15 minute presentation on the program 

and application procedures that start in late 

January, followed by time for questions and 

answers. 

Session 2 November 20, 2021 (Saturday) 17:00 (JST) 

Session 3 December 12, 2021 (Sunday) 16:00 (JST) 

Session 4 January 8, 2022 (Saturday) 09:00 (JST) 

Register for a session via this form - https://forms.gle/uWXW8ScT9kE9zih26  
If you have questions about the our program or the information sessions please feel free to contact us at ibec@tamagawa.ac.jp 

 



【英語オンラインＩＢＥＣ進学相談会チラシ訳】 
玉川大学大学院 
教育学研究科 
 
英語オンライン IB教員養成プログラム 
 
本学は IBCTL（PYP, MYP または DP）を取得可能な英語による完全オンラインの IB教員
養成プログラムを提供しています。 
 
プログラムの特徴 
玉川大学が提供する IBEC プログラムは、本学の教育理念の「全人教育」の精神に基づき、
ホリスティックな教育者を育成することを目的としています。実践者が単に教え方を学ぶ
のではなく、内省的な実践者として学ぶことを支援します。国際バカロレアの教育理念と哲
学に導かれた教育の枠組みの中での学びは、実践者が自分の仕事を深く評価し、自分の実践
について熟考した上で結論を出すことができるように設計されています。玉川学園 K-12（大
学と同じキャンパス内）は、MYP と DP の認定校であり、IBEC を目指す学生が IBEC の
教育プロセスを理解するためのアクセスと機会を提供することができます。 
 
CTL 取得に必要な科目と単位数（計５科目 10単位） 
プログラムに共通の科目 
IB教師教育ⅠA 2 単位  
IB教師教育ⅠB 2 単位  
IB教師教育ⅠC 2 単位  
プログラムごとの科目 
IB教師教育（PYP）ⅡA 2  
IB教師教育（PYP）ⅡB 2  
または 
IB教師教育（MYP）ⅡA 2  
IB教師教育（MYP）ⅡB 2  
または 
IB教師教育（DP）ⅡA 2  
IB教師教育（DP）ⅡB 2  
 
オンライン説明会 
１回目 2021年 10月 30 日（土）日本時間 10 時から 
2 回目 2021年 11月 20日（土）日本時間 17 時から 



３回目 2021年 12月 12 日（日）日本時間 16 時から 
4 回目 2022年１月８日（土）日本時間 9 時から 
 
この説明会は、2022 年に履修を開始するクラスへの参加希望者を対象としています。各セ
ッションでは、まず プログラムと応募方法についての 10～15 分のプレゼンテーションと
1 月下旬から始まる応募手続き その後、質疑応答の時間を設けています。 


