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A report the possibility of how IB method can be applied to a non-IB public high school
・IB の概念を組み込んだ公立中学校の取り組み
Effort of public JHS incorporating concept of IB.
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『 “プレ TOK 研究”-IB スクール認可の前にできること（中 1～高 3 まで、生徒たちと歩んだ IB 認可までの
道のり） 』
（仮称）
What is “Pre TOK Studies” - Working closely with students to get IB authorization using IB
methodology ・PＹP における音楽授業の評価 ー評価カリキュラムに着目してー
Assessment of music education for PYP- focusing on the assessed curriculum.
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