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ここで学ぶ、世界の未来のつくり方



はじめに

誰も見たことのない世界を

生きるあなたたちへ



IBの学習者像

探究する人

知識のある人

考える人

信念を持つ人

コミュニケーションができる人

心を開く人

思いやりのある人

挑戦する人

バランスのとれた人

振り返りができる人



新しい学校を作ろうと考えました

さいたま市立
大宮国際中等教育学校
（平成３１年４月開校）



６年間の一貫した教育

1年 2年 3年 4年 5年 6年

1年 2年 3年 1年 2年 3年

中等教育学校とは

大宮国際
中等教育学校

浦和中学校 浦和高校

他の中学校



３つのGを大切にします

Grit
一人一人が我が国や国際社会とつな
がりを意識しながら
生きる学習者

Grit
Grit興味深く学び続ける学習者
Grit長期的な目標を持つ学習者

Gritやり抜く力

Grit
Grit主体的に・協働的に学び続ける学習者

Grit習得した知識・技能を活用する学習者
Grit

成長し
続ける力

Grit
世界に視野
を広げる力

Grit
グリット

Growth
グロウス

Global
グローバル



こんな学校を作っています

前期課程（中学校に相当） 後期課程（高等学校に相当）

１年 ２年 ５年４年３年 ６年

Empowerment Stage Achievement Stage

「真の学力」
「自分の可能性」
「自分で考え行動する力」

※国際バカロレアMYPに申請予定

Global Course
※国際バカロレアDPに申請予定

Liberal Arts Course
現在と未来の世界を知る

STEM Course
STEM-テクノロジーをきわめる



こんな学校を作っています

Global Course
※国際バカロレアDPに申請予定

Liberal Arts Course
現在と未来の世界を知る

STEM Course
STEM−テクノロジーをきわめる

国内・海外の大
学へ進学

いろいろな分
野で活躍

後期課程（高等学校に相当）



こんな人に育ちます

国際的な視野を持った人

未来の学力が備わった人

より良い世界を築くことに貢献する人



こんな人に育ちます

未来の学力が備わった人

ICTの活用 大学や研究機関との連携

プレゼンテーション3G Project



こんな人に育ちます

国際的な視野を持った人

イマージョン教育 海外でのフィールドワーク ダイバーシティを尊重



こんな人に育ちます

より良い世界を築くことに貢献する人



こんな学校生活を送ります

朝

午
前

午
後

月 火 水 木 金 土

LDT
学習者の学びの時間

学習者の学びの時間

Lunch Time (昼食)

All English

After School (放課後)



こんな学校生活を送ります

朝

午
前

午
後

月 火 水 木 金 土

LDT
学習者の学びの時間

学習者の学びの時間

Lunch Time (昼食)

All English

After School (放課後)

Good Morning! 
Let’s start our 

day!



こんな学校生活を送ります

朝
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前
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こんな学校生活を送ります

朝

午
前

午
後

月 火 水 木 金 土

LDT
学習者の学びの時間

学習者の学びの時間

Lunch Time (昼食)

All English

After School (放課後)



こんな学校生活を送ります

火 水 木 金 土

LDT
学習者の学びの時間

学習者の学びの時間

Lunch Time (昼食)

All English

After School (放課後)

〇３ＧProjectの探究活動
〇各教科等の補習
〇地域や社会活動への参加
〇大学や研究機関との連携
のための訪問



６年間の一貫した教育

1年 2年 3年 4年 5年 6年
大宮国際中等

教育学校

こんな機会を計画しています

国内留学

海外語学研修

国内修学旅行
海外フィールドワーク



国内留学



海外フィールドワーク



海外語学研修



６年間の一貫した教育

1年 2年 3年 4年 5年 6年
大宮国際中等

教育学校

こんな機会を計画しています

国内留学

海外語学研修

国内修学旅行
海外フィールドワーク



魅力ある施設について



①-1 外観（全体イメージ）



①-2 外観（全体イメージ）



■前期課程校舎

②-1 外観（校舎イメージ）



■給食室棟

②-2 外観（校舎イメージ）



■後期課程校舎

②-3 外観（校舎イメージ）



■合宿所

②-4 外観（校舎イメージ）



グラウンド

重層体育館

前期課程校舎

後期課程校舎
合宿所

自転車置場

給食室棟
部室

③-１ 校舎などの配置



③-２ 校舎などの配置

グラウンド

重層体育館

前期課程校舎

後期課程校舎
合宿所

自転車置場

給食室棟
部室

合宿所

大宮駅方面 さいたま新都心駅方面

重層体育館

自転車置場 部室２棟

前期課程校舎後期課程校舎

給食室棟



重層体育館

前期課程校舎

後期課程校舎
合宿所

自転車置場

給食室棟

ふれあい広場

③-３ 校舎などの配置



④-1 教室などの配置

■ゾーニングイメージ



④-2 教室などの配置

■施設構成概念イメージ



⑤-1 内観（完成イメージ）

■前期課程校舎３階図書室



⑤-2 内観（完成イメージ）

■給食室棟２階ホール



⑤-3 内観（完成イメージ）

■後期課程校舎３階グローバルルーム



⑤-4 内観（完成イメージ）

■合宿所（ホール）



大宮国際中等教育学校
平成３１年４月開校



入学者選抜について

(1) 募集人数は ?

(3) 出願資格は ?

(2) 通学区域は ?

１６０名（男女それぞれ８０名程度）

原則さいたま市全域

・小学校の教育課程を修了見込みの者

・保護者とともにさいたま市内に居住
している者



入学者選抜について

(4) 選抜方法は ?

・第１次選抜と第２次選抜の２段階で行います。

・第１次選抜は、すべての志願者に対して
「適性検査A」と「適性検査B」を実施します。

・第２次選抜は、第１次選抜合格者に対して
「適性検査C」と「集団活動」を実施します。

・適性検査、集団活動及び調査書を総合的に
判断して選抜します。



適性検査A サンプル問題（一部）

入学者選抜について

太郎くんは、パソコンで１０月に実施される校外学習の班別行動計画表を作成して
います。

太郎くんが作成している班別行動計画表（一部）
問１
行動計画表の A にあて

はまる数字を書きなさい。

問２
下線部の「しゃしん」が漢

字に変換されていないことに
気づき、キーボードを使って、
ローマ字入力で正しい漢字に
修正することにしました。こ
の時、どのようにキーボード
を打てばよいですか。打つ順
番をアルファベットで書きな
さい。アルファベットは大文
字・小文字のどちらかで書き
なさい。



適性検査A サンプル問題（一部）

入学者選抜について

問 駅前で困っている外国の方が、英語であなたに質問をしてきました。あなたは
その質問に対して、どのように外国の方に伝えますか。下の絵を参考にして、こ
の後に放送されるa～cの中から、最も適切なものを選び、 記号で答えなさい。

【放送文】

I want to go to the bonsai garden. Can you help me?

a. You are here. Go straight one block. Turn left at 

the corner. Turn right at the traffic light. You can see 

the bonsai garden on the left.

b. You are here. Go straight two blocks. Turn left at

the corner. Turn left at the traffic light. You can

see the bonsai garden on the right.

c. You are here. Go straight one block. Turn right at

the corner. Turn right at the traffic light. You can

see the bonsai garden on the left.



適性検査C サンプル問題（一部）

入学者選抜について

以下の会話を読み、問に答えなさい。
太郎：インターネットって海外でも多くの人が使っているのかな。
花子：これらは、各国でインターネットを使っている人数を用いて、２通りのグラフで表し

たものなの。
太郎：資料１では中国の利用者が多いのに。資料２では少ないのはなぜだろう。

問 同じ調査なのに、資料１と資料２の結果が違って見えるのはなぜですか。具体
例を示しながら、２００字以内で説明しなさい。

資料１ 資料２



集団活動について

入学者選抜について

グローバル・スタディと同様
の活動を行います



？

？

？

？

皆様からいただいた質問にお答えします。



Ｑ 今から勉強を開始
しても間に合う？

Ａ 間に合います



Ｑ 英語ができないと
ダメですか？

Ａ グローバルスタディの
授業をしっかり
受けていれば、
心配ありません。



Ｑ 通学方法は？

Ａ メインは、
大宮駅からバスに

なります。



Ｑ 授業料は？

Ａ 前期課程の３年間は無料
後期課程は公立高校並み
で、
※多くの私立より
大幅に安価です！



Omiya International Secondary School

さいたま市立 大宮国際中等教育学校

Saitama Municipal



ご案内

さいたま市立大宮国際中等教
育学校ＨＰをご覧ください！

アドレス

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

QRコード



平成３０年度の予定

学校説明会

５月２０日（日）さいたま市民会館おおみや

８月２６日（日）さいたま市民会館おおみや

１０月中 生徒募集要項配布・出願方法等について


