
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
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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。



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



平成 34年 4月から使用可能

平成 34年 4月から使用可能

６時間授業の日

施設施設

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

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。

制服制服

図書館

グローバルルーム

ホール

合宿所



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

自分の学習をプロ

われ

ＬＤＴ
Directed 

分の学

※Learner D


