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株式会社ビジネス・ブレークスルー 

アオバジャパン・インターナショナルスクール 

【2022 年度夏 卒業生大学合格実績公開】  

アオバジャパン・インターナショナルスクール高等部卒業生 世界トップレベルの大学へ進学 

 

株式会社ビジネス・ブレークスルー（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下 BBT）のグループである、ア

オバジャパン・インターナショナルスクール（所在地：東京都練馬区、理事長：柴田巌、以下アオバ）において、高校最終

学年にあたる生徒が国際バカロレア（IB）ディプロマプログラム（DP）（※1）またはグローバルリーダーシップディプ

ロマ（GLD）プログラム（※2）を修了し、優れた学業成績を収めました。 

※１ IB ディプロマプログラムの略称。16 歳～19 歳までを対象としており、所定のカリキュラムを 2 年間履修し、最終試験を経て所定

の成績を収めると、国際的に認められる大学入学資格（国際バカロレア資格）が取得可能なプログラム。 

https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/dp/ 

※２ GLD プログラムは、国際的に認定されたアオバの高等学校卒業資格のもと、生徒が卒業後の進学先やキャリアの目標を達成でき

るよう、個人に合わせたサポートを提供するアオバ独自のカリキュラムで、生徒個人の興味関心や目標に特化した探究ができる教

科を柔軟に選択でき、個々の情熱に合わせて、高度にカスタマイズ可能な教育プログラムです。詳細はこちらからご確認ください。

https://www.japaninternationalschool.com/ja/gld-program/ 

 
２０２２年度、アオバの DP 生の 100％がフルディプロマを取得し、2 名がバイリンガル・ディプロマ（※3）を取得し

ました。今年の IBDP スコア最高得点は 40 点です。平均点は 35 点で、世界平均点の 32 点を上回りました。平均

評価は 5.47 点でした。（※4） GLD の生徒もまた、並外れた学業成績で卒業しました。生徒の一人は、7 点満点中

6.9 点の成績を達成するなど、大学の合格実績としても海外や日本の優秀な大学への合格を果たしました。 

 

※3 バイリンガルディプロマプログラムの詳細はこちらからご確認ください。 

https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/understanding-ib-

assessment/ 

※4 配点は、6 科目につき各 7 点（計 42 点）、更にコア科目について最大３点が与えられます。

https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/dp/ 

パンデミックの期間中、アオバの生徒は献身的な努力の結果、驚くべき躍進を遂げました。アオバの伝統である高い

学業成績を受け継ぎ、大学合格実績も素晴らしいものとなっています。（表 1 参照）GLD の生徒は、世界トップレベ

ルのシカゴ大学（世界第 10 位）や国内トップレベルである東京大学に合格した生徒もおり、DP の生徒では、日本の

トップ大学である東北大学へ進学した生徒もいました。 

  

これらの優れた学業成績と大学合格実績は、アオバがすべての学生の多様なニーズに対応した適切で、質の高いテ

ーラーメイドのプログラムを提供できることを改めて示しています。 
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表 1：Times Higher Education のランキング※に基づく上位大学合格者 

※https://www.timeshighereducation.com/world-university-rànkings 
 

プログラム 国 海外の大学 世界ランキング 

GLD 米国 シカゴ大学 10 

DP 英国 
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 

（ロンドン大学） 
15 

GLD 米国 ミシガン大学 アナーバー校 24 

DP 米国 カリフォルニア大学 サンディエゴ校 34 

DP 英国 マンチェスター大学 50 

 

プログラム 国 大学 ランキング 

DP 日本 東北大学 1 

GLD 日本 東京大学 2 

GLD 日本 国際基督教大学 11 

DP & GLD 日本 慶應義塾大学 12 

GLD 日本 早稲田大学 13 

GLD 日本 上智大学 18 

  

当校の生徒が合格した大学の一覧は、下記当校ホームページ URL よりご覧ください。 

https://www.japaninternationalschool.com/university-and-post-graduate-resources/ 

 

今後もアオバは、世界標準の教育を提供する公式の IB ワールドスクールとして、世界にポジティブな変革をもたら

すことのできるグローバルリーダー育成に貢献するとともに、生徒一人ひとりの将来の可能性を広げる教育を提供

していきます。 

 

【国際バカロレアについて】 

国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が提供する国際的な教育プログラム。国際バカロレア（IB：International 

Baccalaureate）は、1968 年、チャレンジに満ちた総合的な教育プログラムとして、世界の複雑さを理解して、そのこ

とに対処できる生徒を育成し、生徒に対し、未来へ責任ある行動をとるための態度とスキルを身に付けさせるとともに、

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。 

現在、認定校に対する共通カリキュラムの作成や、世界共通の国際バカロレア試験、国際バカロレア資格の授与等を実施。 

（参考：文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/） 
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【当社グループのインターナショナルスクール並びに幼児教育の既存拠点について】 

・アオバジャパン・インターナショナルスクール （CIS、NEASC 認定校） 

光が丘キャンパス（練馬区光が丘）                 ※IB ＰＹＰ，ＭＹＰ認定校 (IB：国際バカロレア) 

文京キャンパス（文京区本駒込）                   ※IB ＤＰ認定校  

目黒キャンパス（目黒区青葉台）                      ※IB ＰＹＰ認定校 

・アオバジャパン・バイリンガルプリスクール  

晴海キャンパス（中央区晴海）                        ※IB ＰＹＰ認定校 

芝浦キャンパス（港区芝浦）                          ※IB ＰＹＰ認定校 

早稲田キャンパス（新宿区高田馬場）                  ※IB ＰＹＰ認定校 

三鷹キャンパス（東京都三鷹市）                      ※IB ＰＹＰ認定校 

中野キャンパス（中野区南台）                        ※IB ＰＹＰ認定校   

下目黒キャンパス（目黒区下目黒）                    ※IB ＰＹＰ候補校申請中 

用賀キャンパス（世田谷区上用賀）                    ※IB ＰＹＰ候補校申請予定 （２０２３年４月開校予定） 

・サマーヒルインターナショナルスクール（港区元麻布）   ※IB ＰＹＰ認定校 

・ムサシインターナショナルスクール・トウキョウ（東京都三鷹市） ※ケンブリッジ大学国際教育機構認定校 

※2021 年 1 月 1 日に、リトルエンジェルス・インターナショナルスクールより名称変更いたしました。 

アオバジャパン・インターナショナルスクールは、2015 年 6 月、同年 7 月において、IB のディプロマプログラム（DP）と初等教育プロ

グラム（PYP）の認証校となりました。また、2016 年 9 月には中等教育プログラム（MYP）についても認定校となり、初等部（PYP）、

中等部（MYP）、高等部（DP）の全課程においてＩＢ教育を提供できる体制が整いました。現在、これら全プログラムの認証を保有する学

校は、国内に 11 校しか存在しておりません。（AOBA は国内 5 校目） 

※IB の「初等教育プログラム」（PYP）、「中等教育プログラム」（MYP）、「ディプロマプログラム」（DP）の 3 つのプログラム（および「IB

キャリア関連サーティフィケイト」）を実施することができるのは、国際バカロレア機構に認定された学校のみです。候補校であることは、

IB ワールドスクールとして認定されることを保証するものではありません。 

IB および IB のプログラムの詳細については、ウェブサイト（https://www.ibo.org）をご覧ください。 

【アオバジャパン・インターナショナルスクールについて】 
株式会社ビジネス・ブレークスルー（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下 BBT）の子会社である株式会

社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ（本店：東京都練馬区）が運営する歴史あるインターナショナル

スクール。1976 年に目黒区青葉台での開校。幼児から 12 年生（高校 3 年生）までを対象とした、特定の宗教を持た

ない共学のインターナショナルスクール。日本語クラス以外の授業はすべて英語で行われる。国際バカロレアのカリキュ

ラムに積極的に参加できるようになるための英語サポートプログラムも充実している。幼稚園から高校までの全ての課

程において北米および国際水準のカリキュラムを提供、卒業生は世界中の大学への出願資格が得られる。（主な大学進

学先例一覧：https://www.japaninternationalschool.com/university-and-post-graduate-resources/） さらに、ア

オバは CIS（カウンシル オブ インターナショナル スクールズ）および NEASC(ニューイングランド アソシエイション オブ スクールズ 

アンド カレッジズ)の認証も受けている。また、国際バカロレア機構（IBO）より国際バカロレア（IB）DP（高等部）、MYP（中等部），PYP

（初等部・幼稚部）の認定校として承認されており、すべての課程においてＩＢ教育を提供している。http://www.aobajapan.jp/ 

 

【BBT について】 
グローバル環境で活躍できる人材の育成を目的として 1998 年に世界的経営コンサルタント大前研一により設立さ

れた教育会社。設立当初から革新的な遠隔教育システムによる双方向性を確保した質の高い教育の提供を目指し、多

様な配信メディアを通じてマネジメント教育プログラムを提供。大学、大学院、起業家養成プログラム、ビジネス英語や

経営者のための勉強会等多用な教育プログラムを運営するほか、法人研修の提供やＴＶ番組の制作などあらゆる年齢

層に対し生涯に渡る「リカレント教育」を提供する。在籍会員数約 1 万人、輩出人数はのべ約 5 万人以上。また、

1,300 社以上の企業に対して研修を提供。2013 年 10 月のアオバジャパン・インターナショナルスクールへの経営参加を契機に、生涯

の学習をサポートするプラットフォーム構築をグループ戦略の柱の１つとして明確に位置づけている。https://www.bbt757.com 

▼お問い合わせ 

アオバジャパン・インターナショナルスクール／株式会社ビジネス・ブレークスルー 広報担当  

メールアドレス：bbt-pr@bbt757.com 

ＢＢＴのプレスリリース：https://www.bbt757.com/news_release/ 
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