
 

2023 年度 IBEC (IB Educator Certificate)認定証取得英語オンラインプログラム 
制度概要 本学の学生以外(本学の大学院生・専攻科を除く)が、玉川大学大学院教育学研究科で開講されて

いる授業科目の一部を履修して、正規の単位を修得できる制度です。本プログラムの 5 科目 10
単位を 1年間で履修し単位を修得することにより、IB 教員認定証（International Baccalaureate 
Educator Certificates）の申請が可能です。 

出願資格 【大学院教育学研究科教育学専攻】IBEC 資格取得英語オンラインプログラム 
・次の（１）～（５）のうち、いずれかの条件を満たす者 

（１）大学を卒業した者 

（２）外国において学校教育における 16年の課程を修了した者 

（３）文部科学大臣の指定した者 

（４）大学に 3年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 

（５）本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

 

・授業での使用言語はすべて英語のため、授業内容の理解が可能なレベルの英語能力があるこ

とを必須とする。 

＜英語レベル＞ 

□英語が母語（第一言語）である者、及び英語で学位を取得した者 

上記に該当しない場合は以下のいずれかにより英語能力を証明できること 

□IELTS score 5.5 or above 

□TOEFL® iBT 72 or above 

□TOEIC® L&R 780 or above 

□GTEC 1190 or above 

□英検準１級以上 EIKEN pre-1 level or above 

□資格スコアなし（担当教員との事前面談が必要。問合先メールアドレスに問合せすること） 

 

※教員経験者あるいは教員免許状取得済である者が望ましい。 

※オンライン開講のため居住地は日本でなくてもよい。 

※外国籍の方で、日本在住の場合は、在学期間中に有効な在留資格があること。 

（本プログラムはオンライン開講のため、玉川大学は日本国の在留資格取得の招聘人（スポン

サー）になることはできません） 

※安定したインターネット環境にて PC 等を使いオンライン授業の受講ができること（授業で

は、Moodleを使用予定）。 

科目数 
単位数 5科目 10単位 

授業方式 オンデマンド型（一部同時双方向型）※実施日程は受講者と調整 

※1科目あたり 1500分（25 時間）授業時間相当の学習と、3000分（50時間）相当 

の授業外学習（予習・復習・課題等）が必要です。 

在籍期間 1年間（4 月 1日～3月 31日） 

※授業期間 春学期：4月 7日～7月 21日 秋学期：9月 22日～1月 23日 



 

出願書類 
出願内容 

①IBEC オンラインプログラム専用 Web出願フォームへの申請 

②最終出身校の卒業（修了）証明書あるいは卒業（修了）見込証明書 

③英語能力を示す資格の証明書（英語が母語／第 1言語ではない場合） 

※英語学位プログラム修了者は③の提出を免除できる 

④教員歴の職務経歴書（英語） (照会先３名を含む。背景無地の顔写真付き、書式は任意) ※

顔写真は学生証作成にも使用します。 

※照会者に連絡を取る場合があるため、必ず連絡先を明記すること。 

④履歴書（英語）(背景無地の顔写真付き、書式は任意)  

※職務経歴書を提出することができない場合 

⑤有効なパスポートの写し（顔写真のページ）、または顔写真付き証明書の写し 

⑥外国籍の場合で、日本に在住の場合は、在留カードの写し（両面） 

 

②③④⑤⑥の原本を以下宛に郵送してください。（2月 14日必着） 

 〒194-8610 

 東京都町田市玉川学園 6-1-1 教学部授業運営課(WEST) 

 科目等履修生・聴講生担当（IBEC オンラインプログラム） 

※玉川大学より出願書類の記載事項の照会をすることがあります。 

出願手順 １）出願を希望する場合は、卒業（修了）証明書と英語能力を示す資格証明書、職務経歴書また

は履歴書をあらかじめ準備します。 

※英語能力の資格やスコアがない場合は、1月 31 日（火）までに事前面談を済ませてください。

事前面談には日程調整が必要ですので、できる限り早い段階でご連絡ください。 

２）IBEC オンラインプログラム用出願専用フォームに必要情報の入力を行います。 

３）選考料の銀行振込を完了してください。 

４）出願書類を大学へ郵送してください。 

出願期間 2023 年 2 月 1 日（水）10：00 ～ 2 月 14 日（火）17：00 ※日本時間 
※出願専用フォーム入力、選考料支払、出願書類の郵送全てを完了すること。 
※英語能力を示す資格の証明書が提出できない場合は、教員との事前面談を済ませてから出願

してください。 
選考方法 書類選考のみ ※必要に応じて面接を行う場合があります。 

選考料 25,000 円 
※選考料は本学指定の銀行口座に振込してください。 
※振込手数料は自己負担です。 
※振込先情報は出願専用フォーム入力後にメールでお知らせします。 

選考結果 
入学手続 

選考結果通知：2023 年 3 月 1 日（水） 
合格者には期間内に手続き（在籍料・履修料の納入）を行っていただきます。詳細は、選考結

果通知とともに送付します。 
※期間内に手続きを完了しない者は入学を許可しません。 

在籍料 
履修料 

合計：390,000 円(年間在籍料および 10 単位分の履修料)  
「◆在籍料・履修料」を参照 
納入期間：2023 年 3 月 6 日（月）~3 月 14 日（火） 
※本学指定の銀行口座にお振込みいただきます。受講許可後に、振込先情報と送金方法をお知

らせします。 
※振込手数料は自己負担です。 
※納入期限までに振込みを完了していない場合は受講できません。 



 

注意事項 １）本学学生の履修人数により受講できない場合があります。 
２）選考は、教員経験や教員免許取得状況等を考慮します。 
３）受講コースは出願時に確定されます。出願後の変更はできません。 
４）出願時に、卒業（修了）見込証明書を提出した場合は入学手続き時にその資格取得を証明す

る書類を提出してください。入学までに卒業証明書等を提出できない（出願資格を満たす

ことができない）場合は入学を認めません。 
５）出願書類の到着確認は、郵便追跡サービスを利用し、自己責任で行ってください。書類到着

に関する問合せには応じません。 
６）一度受理した書類、選考料、在籍料および履修料は、理由の如何を問わず返還いたしませ

ん。 
７）選考料、在籍料、履修料の分割納入はできませんので、あらかじめ所定の金額をご用意く

ださい。 
８）履修辞退を希望する場合は速やかに辞退願を提出してください。ただし、学期途中で履修

辞退する場合も、在籍料・履修料の返金は行いません。 
９）本大学の諸規定に反する行為または相応しくない行為を行った場合は、身分を剥奪し、授

業科目の履修を中止します。 
１０）その他の事項に関しては、「玉川大学科目等履修生・聴講生に関する取扱要領」および本

学諸規程に準じます。 
問合先 玉川大学教学部授業運営課 IBEC オンラインプログラム専用メール 

mail: ssibec@adm.tamagawa.ac.jp 

 

mailto:ssibec@adm.tamagawa.ac.jp


 

◆IBEC 認定証取得に必要な履修科目 
＜Certificate in Teaching and Learning : CTL(PYP/MYP/DP)取得＞ 
① Primary Years Programme（PYP）（科目等履修生） 

科目名 単位数 開講期 

IB 教師教育 IA 2 春 

IB 教師教育 IB 2 春 

IB 教師教育 IC 2 春 

IB 教師教育（PYP）IIA 2 秋 

IB 教師教育（PYP）IIB 2 秋 

※春学期に IB 教師教育 IA, IB, IC を全て修得した場合、秋学期の IB 教師教育（PYP）ⅡA,ⅡB の履修に進むこ

とができる。 
 
②Middle Years Programme(MYP）（科目等履修生） 

科目名 単位数 開講期 

IB 教師教育 IA 2 春 

IB 教師教育 IB 2 春 

IB 教師教育 IC 2 春 

IB 教師教育（MYP）IIA 2 秋 

IB 教師教育（MYP）IIB 2 秋 

※春学期に IB 教師教育 IA, IB, IC を全て修得した場合、秋学期の IB 教師教育（MYP）ⅡA,ⅡB の履修に進む

ことができる。 
 
③Diploma Programme(DP）（科目等履修生） 

科目名 単位数 開講期 

IB 教師教育 IA 2 春 

IB 教師教育 IB 2 春 

IB 教師教育 IC 2 春 

IB 教師教育（DP）IIA 2 秋 

IB 教師教育（DP）IIB 2 秋 

※春学期に IB 教師教育 IA, IB, IC を全て修得した場合、秋学期の IB 教師教育（DP）ⅡA,ⅡB の履修に進むこ

とができる。 
 
◆在籍料・履修料  
※別途、出願時に選考料が必要です。 

 
納入期間：2023 年 3 月 6 日（月）~3 月 14 日（火）（入学手続き時） 

I BECオン ラ イ ン プ ロ グラ ム　 　 \ 390, 000

在籍料 履修料

¥380,000

\38, 000/単位×10単位
¥10,000


