
入学者選抜（予定）詳しくは後日配布される募集要項をご覧ください。

Q&A

募集人員
160名程度（男女各80名程度）

日　　程
出　　　願…平成30年12月25日（火）26日（水）
 ※26日（水）は午前中のみ
第１次選抜…平成31年1月13日（日）　発表 平成31年1月17日（木）
第２次選抜…平成31年1月19日（土）　発表 平成31年1月23日（水）

出願資格
一般選抜…次の2つを満たしていることを原則とする。
①平成31年3月に学校教育法で規定する小学校またはこれに準ず
る学校若しくは特別支援学校の小学部を卒業する見込みの者。
②出願時に保護者と同居している者で、さいたま市内に住所を有し、
引き続き原則さいたま市に居住し、かつ通学することができる者。
※上記2つに該当しない場合、志願資格審査を受け、承認されると出願す
ることができます。
例）さいたま市外に居住しているが、保護者とともに平成31年4月1日ま
でにさいたま市内に転居する場合など

特別選抜…一般選抜①②の資格に加え、次に該当する者。
帰国生特別選抜
日本国外における在住期間が、帰国時からさかのぼり、継続して
2年以上で、帰国後2年以内の者（帰国後2年以内は平成31年4月
1日を基準とする）。
外国人特別選抜
在日期間が平成31年4月1日現在で通算して3年以内の者で、外
国籍を有する者。

選抜内容
一般選抜
第1次選抜
適性検査Ａ…小学校で身に付けた様々な分野の基礎的・基本的

な知識を活用する力をみます。グローバル・スタ
ディの授業で身に付けた知識を活用し、適切に判
断する力をみます。

適性検査Ｂ…発展的な課題に取り組み、自分の知識を活用して
考え、課題を解決する力をみます。文章や資料など
を読み取り、適切に判断・表現する力や、自然現象・
数理的事象などについて科学的に理解し、分析し
たり合理的に説明したりする力をみます。

第2次選抜
適性検査Ｃ…文章や資料から課題の意図を読み取り、自分の考え

をある程度まとまった文章で表現する力をみます。
集 団 活 動…小学校のグローバル・スタディで身に付けたコミュ

ニケーションをするために必要な力をみます。
特別選抜
一般選抜と異なる選抜内容で行います。

Q浦和中学校も受検することができますか。
第1次選抜については、受検日が違うため、両校を受検すること
ができます。しかし、第2次選抜は浦和中学校と同じ日に実施す
るため、両校を受検することができません。第1次選抜で両校を
受検する際は、両校の第1次選抜に合格した場合、どちらの学校
の第2次選抜を受検するかを、事前に決めておいてください。

A

Q後期課程からの募集は行いますか。
中等教育学校の教育活動は、6年間継続した教育課程で実施し
ますので、後期課程からの募集については行いません。

A

Q授業料はどのくらいかかりますか。
1～ 3年生の授業料は、義務教育のためかかりません。4 ～ 6年
生の授業料は市立高校と同程度の授業料がかかります。

A

Q授業料以外に、どのような費用がかかりますか。
市立学校と同じように、教材費や制服購入費、給食費（前期課程
のみ）、その他諸経費などの費用がかかります。旅行積立費につ
いては、語学研修やフィールドワークを考えているため、他の市
立学校より多めに集めさせていただく予定です。また、Global 
Course選択者は特別学習費が別途必要となります。

AQ自転車通学は可能ですか。
原則は徒歩または公共交通機関を使って登校します。ただし、
公共交通機関での登校に不便がある場合、保護者からの申請の
もと、校長の承認をもって許可します。

A

大宮駅西口より西武バス
「二ツ宮」行「指扇駅」行に乗車
西高校入口で下車　徒歩3分

アクセス

さいたま市立
大宮国際中等教育学校

大
宮
駅三橋二丁目

交差点

西高校入口
バス停

スーパー

国
道
17
号

西口

新
大
宮
バ
イ
パ
ス さいたま市教育委員会学校教育部高校教育課

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
TEL 048-829-1671  FAX 048-829-1989
E-mail  hs-kyoiku@city.saitama.lg.jp

問い合わせ先

さいたま市立
大宮国際中等教育学校

http://www.saitama-city.ed.jp/oomiyakokusai/

Saitama Municipal

Omiya International
Secondary School
さいたま市立大宮国際中等教育学校

ここで学ぶ、
世界の未来のつくり方

LEARN  TO  MAKE  TH E  FUTURE  OF  TH E  WOR LD

Opening   Apr i l ,2019この学校説明会資料は、15,000部作成し、１部当たりの印刷経費は19円（概算）です。

  

Omiya International Secondary School will accept approximately 
160 students (approximately 80 boys and 80 girls) for the 2019-
2020 academic school year.  

 
Who can apply?  
Students who meet the following conditions are eligible to apply for admission.  
 

1. The student will graduate from elementary school (or the equivalent) at the end of the current 
school year 

2. The student is either currently living with their parents or guardians in Saitama City or will to move 
to Saitama City with their parents or guardians in the future.* 
* For further information please contact us.    

 
How will students be selected? 
General Admissions 
The general admissions process includes (1) the submission of the appropriate documents (December 
25-26, 2018) (2) Selection1: Aptitude tests A and B (January 13, 2019) and (3) Selection 2: Aptitude test 
C and Group Activities (January 19, 2019).  
 
Special admissions  
Returnee Students 

Students who have returned to Japan after a continuous period of living abroad that was 2 years 
or longer, and whose return to Japan is 2 years or shorter (as of April 1, 2019) may apply through 
the special admissions process. 

Foreign Students  
1. Student foreign nationals who have resided in Japan for 3 years or less (as of April 1, 2019) may 

apply through the special admissions process. * 
* For further information please contact us.    

 
How can I learn more about the special admissions process? 
For inquiries into the special admissions process please contact the Saitama City Board of Education 
High School Education Division. 

�330-9588 Saitama City, Urawa Ward, Tokiwa 6-4-4 
TEL 048-829-1671 FAX 048-829-1989 
Email: hs-kyoiku@city.saitama.lg.jp 
http://www.saitama-city.ed.jp/ohmiyakokusai-h/ 

 
 



未来の学力が
備わった人

自ら課題を設定し、解決するために、自
ら計画を立てて、リサーチやディスカッ
ションを行ったり、表現したりする力を
身に付けている。

国際的な視野を
持った人

世界の人たちとコミュニケーションをと
ることができ、地球上のいろいろな場
所で活躍できるような新しい発想を身
に付けている。

よりよい世界を築くことに
貢献する人

積極的に他者とともに学び、教え合う活
動やボランティア活動を通して、他者へ
の寛容性と協力する態度を身に付けて
いる。

Omiya International Secondary School
：目指す学習者像

学年

教育課程

学習ステージ

コース

中核となる
探究活動

主な体験的
行事（予定）

※STEM…Science, Technology, Engineering ,Mathematicsの頭文字

６年後のあなたは

地球上の様々な場所で

活躍しています。

誰も見たことのない世界を  あなたはどう生きるか
今、学習指導要領の改訂、40年ぶりの大学入試制度改革が並行して行われる、戦後最大あるいは明治維新
以来といわれる教育改革が進んでいます。なぜ、学習指導要領も大学入試も激変するのでしょうか。
それは、複雑化・不安定化・多様化が進む未来社会に通用する力を再定義しなければならなくなったからです。
さいたま市教育委員会は、未来を生きる子どもたちに必要な力は「自分の頭で考え抜き新しい価値を生み
出す力」であると考えました。

「大宮国際中等教育学校は、英語教育に力を入れるのですね」という声をよく聞きますが、私たちは「誰も見
たことのない世界で通用する『真の学力』を育成したいと考えています」と答えます。
さて、皆さん、一人ひとりにお尋ねします。大宮国際中等教育学校で何を学び、そして、その学びを活かして
あなたは、どう生きますか。

よりよい世界を構築するために、年
齢や性格、価値観などの多様性を
受け入れ、地球にいる一人の人間と
して、貢献・活躍しようとする思考
態度

Global Mindset

Grit Mindset

Growth Mindset多様化する世界で成功するために必要なものは、努力なのか？
才能なのか？長年議論されてきたこの問いに対して、心理学者の
Angela Lee Duckworth（アンジェラ・リー・ダックワース）氏は
新たな説を提唱しました。それは第３の因子Grit（やり抜く力）
の重要性です。そして、さいたま市はGritと共に
Growth（成長し続ける力）、Global
（世界に視野を広げる力）の３つのGを
6年間通してバランスよく身に付ける
学校を創ります。

物事に対する情熱であり、また何かの目的を達成するた
めに長い時間、継続的に粘り強く努力することによって、
物事を最後までやり遂げる思考態度

計画、探究、行動、振り返りといった連続性
のある学びの中であらゆる経験を自らの成
長につなげるため、主体的に学び続ける思
考態度

3G Project : A brand new start!

Growth

Global
Grit

Presently, between the revision of the course of study and the first revision of the national university entrance 
exams in 40 years, Japan is undergoing the largest educational reforms since the end of the war or even since 
the Meiji Restoration. But why are both the course of study and the university entrance exam system 
undergoing such major revisions?  
The answer lies within the need to redefine the abilities needed to live in a future society that is growing 
increasingly complicated, unstable and diverse. The Saitama City Board of Education believes that today’s 
children will need the ability to, “think for themselves; to think through to the point that they can create new 
value.”  
 
We often, “So, Omiya International Secondary School will put a lot of effort into English education.” While true, 
our answer is, “We aim to raise True Academic Abilities that will be useful in the world of the future.”  
 
Now, we ask each of you. What will you learn at Omiya International Secondary School? And more 
importantly, as you make use of that learning… How will you live your life? 

 

In a world no one has seen, how will you live your life? 
 

In a diversifying world what’s needed to succeed? Effort? 
Talent? After many long years of debate, psychologist 
Angela Lee Duckworth has put forth a new theory. The 
theory of GRIT, one of the three pillars to our approach. 
Together with GRIT, Saitama City has set its sights on 
creating a school that balances GRIT, 
GROWTH and GLOBAL qualities in 
students over the course of 6 years.  

 

The ability to independently and 
continuously learn by linking one’s 
experiences within a cycle of 
planning, inquiring, acting and 
reflecting  

 

The mindset to accept 
diversity in values, 
personalities and age and to 
contribute and act as member 
of the human race.  
 Passion for the object of study and the ability to 

achieve long term goals through continued 
perseverance through to realization of those goals 

 

We aim to raise students that are 

People with skills of 
the future 

People with international 
viewpoints  

People who can contribute 
to a better world  

Students will gain the ability to 
find issues and seek resolutions 
independently through research 
and self-expression. 

Students will gain the ability to 
communicate with people of the 
world and play a role on the 
global stage with fresh ideas 

Students will gain the ability to 
actively learn with others and 
teach each other while 
developing a respect for 
generosity and cooperation 

 

 High School Years 

 

 Achievement Stage 

Empowerment Stage 
Junior High School Years Year 

Japanese Course of study 

Learning Stage 

Course 

Major Activities 

Core Inquiry Activities 

Overseas 
Language 
Training 

Domestic 
Intercultural 

Activities  

Domestic School 
Trip Overseas Fieldwork 

Mid- and Long-term Study Abroad 

3G Project Inquiry and Investigative activities in both English and Japanese  

Rather than simply repeating the given “answer”, students will use their own 

minds and engage with others to seek out the best solution to questions they 

themselves create. In this stage we will raise independent learners.  

* The school is planning on implementing an international curriculum recognized worldwide as a standard. 

Global Course 
Take one step to the world 

Liberal Arts Course 
Know the world of today and tomorrow 

STEM Course 
Master technologies of the future 

In this course students will experience firsthand problem solving as they engage in investigative studies 

and lessons held in English. Students will gain a sense of power to contribute internationally as they 

develop the ability to deeply understand issues as they approach each in multifaceted and with versatility. 

* The school is planning on implementing a diploma program recognized worldwide as a standard. 

Rather than separate maths and sciences from literary and social studies, students in this course will develop both 

breadth and depth of knowledge as they inquire after the truth. With the backing of a wealth of knowledge, students in 

this course will also advance their abilities to think of creative solutions. 

Crossing the boundaries of STEM, students in this course will develop the ability to approach various issues 

in a multifaceted way. Furthermore, students will learn to excel at creative thinking. Here, learners will gain 

the necessary programing and logical thinking skills needed for the coming of the age of AI. 

Advancement 

to the world’s 

leading 
universities 

In 6 years, YOU will 
play a role on the 

Global Stage. 
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施設

8:30
All English8:25

登校

12:55
School Lunch

9:50
3G Project

13:25
English Inquiry

15:40
After School Activities ［ 放課後活動 ］

11:50
ICT を活用した
社会科の授業

冬 服

夏 服
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大宮国際中等教育学校の
ために作られた

世界に１つしかない
シンボルチェック

放課後はClub Activity や
探究活動など自分の
やりたい活動ができるよ。

例▶ Sports Section
 Music Section
 Science Section

Club Activity は
シーズン制でいろいろな
活動ができるよ。

自分の探究活動のテーマ
について、先生に質問
できるよ。

制服

図書館

グローバルルーム

ホール

合宿所

  

One Day at Omiya International Secondary 
School 

Library 

Global Room 

-C C 5 5 1 1
5 5  

, 5 5 C C 5 5 C
C 5 C 5E5 5
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Hall 

5 1E5 C5 5
5 5 5 1 C5 1 C C
1 C 5 E C  

-C 5 C C 5 1 E C 1 C1
5 5 1 5 C 5 C5

1 C E C 5 C C 5

School Lodging 

Ex. Sports Section 
Music Section 

Science Section 
 

Club Activities will have a season system. Students can experience different 
activities.  

 

Afterschool students can 
join Club Activities, conduct 

research or do the things 
that interest them 

You can ask teachers about 
your research theme. 
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,(

5C 51C 1 5 C
51

5 C 1 5 5 C
5 C )
)

5 1E5 1 1
1I5 C 5

C 5 1 1
E5 C 5

C 5 5 C 5 C 1 5
C 1 C1 5 C
C CC C ! 5E5 1

C5 1 5 !

winter Uniform 

This special check pattern 
was created just for Omiya 

International Secondary 
School 

summer 

Available for use April 2022 
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Arrive 

6 lesson day 

6 lesson day 
Facilities 
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5 C1 C  

ICT use in Social 
Studies 

Available for use April 2022 



英 語ネイティブの 教 員が

様々な教科を英語で教える

イマージョン教育に取り組み

ます。英語で学ぶことで深い

知識を習得するだけでなく、

自分の知らない言語や文化

を学び、世界観を知ることで、

異なる人種や異文化につい

ての理解を深め、国際的に活

躍するための力を育みます。

English Inquiry

先生からきめ細かい指導を受けられる

よう、２クラスを３つの集団に分けた少

人数授業も行われます。また、友達と密

接に関わり合って、互いの意見交換から

多様な考えを認め、自らの学びを深化さ

せます。

少人数授業

１人１台のタブレット型PCで、自分の考

えを友達や先生に伝え、主体的・対話的

に深く学びます。特に、３G Projectなど

の探究活動では、インターネットでの調査、

発表練習など様々な活動場面で使用しま

す。先生との連絡のやりとりも行います。

ICTの活用

LDTの時間などを活用し、3G Project

のテーマの方向性や専門的な内容につ

いてアドバイスを受けに行きます。また、

自分の課題に基づき、大学や研究機関へ

出向いて共同研究なども行い、より専門

性の高い学びを得ていきます。

大学や研究機関
との連携

ここが違う! 個性あふれる教育活動
クロス・カリキュラムと探究活動
これまでの教科の枠にとらわれず、各教科の内容を連携させることで、一つの分野についてより深い理
解を得ることができます。また、探究活動をベースにすることにより実感を伴うものとなり、応用力や広
い視野を身に付けることができます。この学びにイマージョン教育や少人数授業、ICTを取り入れること
で、主体性を持った効果的な学習をすることができます。本校の個性あふれる教育活動から探究する力、
協働する力、表現する力などを育み、国際的に活躍するための「真の学力」を身に付けていきます。 グローバルな視点を育む校外行事

連続した体験活動の学び
Omiya International Secondary School は校外学習も「Global」です。外国での体験活動では、異文化・
同年代の人たちとコミュニケーションを図り、協力して課題解決に取り組みます。普段から英語で深く考える学
びを積み重ねますので、もしかしたら、皆さんが外国の人々に課題解決の方法を提案しているかもしれません。
また、自分の気持ちをどのように開くか、相手のありのままを受け入れるかに悩むかもしれません。しかし、協
力して取り組んだ結果、日本では決して得られない達成感、充実感を実際に体感できるでしょう。

3年次（南三陸方面）
国内修学旅行

希望者は中期・長期海外留学を行
うこともできます。大学に進学する
ための深い学びを得たい人や将来、
海外で活躍したい人にとっては、最
適な環境となります。

海外でフィールドワークを行うのは
なぜでしょうか。自分の「なぜだろ
う」に対し仮説を立て、国内で十分
リサーチを行って現地に向かいま
す。アメリカを舞台にインタビュー
などを行い、多面的・多角的な方面
から調べ、確かめます。政治、宗教、
生活様式の違う人が生きている国
での体験は、世界平和に貢献しよ
うとする態度を養います。

10日間程度／ 35万円程度

海外でフィールドワークを行うのは
なぜでしょうか。自分の「なぜだろ
う」に対し仮説を立て、国内で十分

4年次（アメリカ）
海外フィールドワーク

国内にいるのにまるでイギリスに留学をしている
かのような体験ができます。
この行事で訪れるBritish Hillsでは、専用のパ
スポートを使い、入国した時点からすべて英語で
生活します。ハリーポッターのような世界に触れ、
異文化を感じることができます。

2泊3日／6万円程度１年次（British Hills）
国内異文化体験

プロジェクトベースド型学習を行います。例えば、未
曾有の災害となった東日本大震災をテーマとして、
事前に現地の方にリサーチし、自分たちができるこ
とは何かを考えます。そして、自分たちで作り上げた
プログラムを実行します。自国の現状・課題を見つめ、
貢献できることは何かを問う活動に取り組みます。

2泊3日／ 5万円程度

人生で最も多感な時期に、実際に
外国を歩いて、見て、人と話して、聞
いてみましょう。世界には多様性が
あふれていることを肌で感じること
ができます。また、コミュニケーショ
ンで大切なのは英語力だけではあ
りません。自分が世界で何か語るた
めに身近なことを知りたいと思うこ
とも大切だと気付きます。それは、
自ずと深い学びにつながります。

10日間程度／ 30万円程度

人生で最も多感な時期に、実際に
外国を歩いて、見て、人と話して、聞
いてみましょう。世界には多様性が

2年次（オセアニア）
海外語学研修

身近な問題から世界的な問題を題材とした課題の解決に向かって取り

組む時間を設定します。日本語（英語）で考えをまとめ、お互いの発表

についてディスカッションし、協働で最適解を見つける力を養います。

グループ内で互いにデータのやり取りを行うなど、効率的・効果的な

学習活動を支援します。主体的に学び続ける姿勢を育みます。

３G Project  ※3G:Grit,Growth,Global 自分で自分の学習をプロデュースする時間です。

土曜日に隔週で行われる、この時間は、大学や

企業・施設の方への情報収集や共同研究、グ

ループ学習、図書館での学習、授業での疑問点

を教員に聞きに行くなど、必要性に応じて自分

で必要なだけの時間をかけ、自分の知識を豊か

にすることができます。

ＬＤＴ
※Learner Directed Timeの頭文字

毎日、朝の時間帯に学校にいる生徒・教職員すべての人が英

語で様々な活動に取り組みます。学校全体で英語に親しむ環

境を創り、英語で自分を表現する力を向上させます。

All English

まだまだ他にもあります

自分で自分の学習をプロデュースする時間です。

土曜日に隔週で行われる、この時間は、大学や

ＬＤＴ
※Learner Directed Timeの頭文字

自分で自分の学習をプロデュースする時間です。

※Learner Directed Timeの頭文字

 

Not resting on the traditional separation of subjects, OISS teachers link the contents of their lessons 
across subjects, making it possible to further deepen students’ understanding. Furthermore, by 
centering learning on inquiry-based activities, students will gain the skill of applying knowledge and 
skills and a wide viewpoint of the content studied. With the inclusion of immersion education, small 
class sizes and ICT in the classroom, learning will be of a student-centered and independent nature. 
Students will develop true learning ability for use on the global stage. 

It’s different here! Education filled with individuality 
 

English Inquiry 
Native English-speaking 
teachers will give lessons in 
various subjects using an 
emersion model of 
teaching. Not only will 
students increase the depth 
of their learning through 
studying in English, but 
they will also develop the 
understanding for other 
languages, cultures and 
people needed to act in 
international society.  

3G Project (Grit, Growth, Global) 
Students will be given time to determine issues, from local to 
global, that interest and concern them. Students will conduct 
investigative studies toward addressing those issues before 
taking action and finally presenting their work in both English 
and Japanese.  

All English 
(Learner Directed Time) 

 
Every other Saturday, students will 
determine their own take charge of their 
own learning to determine the process. 
Students may make visits to universities or 
other research facilities, conduct research 
on their projects or collaborate with others.  

All English 
During this 15-minute period each morning, all students 
and teachers in the school will use English to do various 
activities. This time will give members of the school 
community a chance to develop familiarity with English 
and develop their expressive abilities.  

School Activities for Developing a Global Mindset 
 
Omiya International Secondary School teaches a global education. Domestic and international events are 
planned to give students experience with other cultures, collaboration with various generations to address issues. 
From students’ early days in the school they will think in English. In going outside of the country students will 
have the chance to use their abilities to cooperate with young people in other countries to work toward the 
resolution of various issues. Students will learn through experience about the issues that no one country can 
solve on their own.  

 
Students will take a 3-day trip to British 
Hills, a small English town in the 
mountains of… the Fukushima prefecture! 
There, students will live and study in an all 
English environment. The cost of the trip 
will be around ¥60,000. 

Students will take a 10-day 
trip to Oceania for 
international experience and 
learning. By stepping 
outside of the country 
students will have the 
chance to strengthen their 
language skills while gaining 
experience communicating 
with a diverse group of 
people. The cost will be 
around ¥300,000. 

 

Students will make a 10-day 
trip to North America for 
fieldwork. Before the trip, 
students will conduct studies 
into the inquiry questions 
that they develop. Then 
during their trip students 
work toward multifaceted 
understanding and handling 
of those issues. The cost of 
the trip will be about 
¥350,000. 

 

Students will take a 3-day domestic trip to an 
area in Japan for project-based action and 
service. For example, students may travel to 
areas hit by the 2011 Great Eastern Japan 
Earthquake. The cost of the trip will be 
around ¥50,000. 

 

But wait, there’s more… 

Small Class Sizes  ICT Use 
Collaboration with 
Universities and 

Research Facilities  

In order to provide each student with 
individualized instruction classes 2 
classes will be divided into three 
groups for lessons. This allows for 
time to collaborate, exchange opinions 
and ideas and deepen learning.  

Students’ abilities to learn 
independently, express themselves and 
interact with others will be heightened 
because each student will receive a 
tablet/PC hybrid. Other infrastructure, 
such as wireless access to the internet, 
will be maintained to the fullest.  

Making use of LDT and creating 
opportunities for students to conduct 
research for their 3G projects, the 
school will partner with universities 
and research facilities that students 
will visit for collaboration and 
mentorship.  

For those who choose to do so, the 
school will support and guide 
students in engaging in mid- and 
long-term study abroad programs 
in order to widen and deepen 
students’ studies.  


