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編集部 よろしくお願いいたします。さいたま市に

編集部 中高一貫校には、市立浦和高校のような、

は、すでに市立浦和高校・中学校で併設型の中高一

中学入学生と高校入学生が両方在学する併設型と、

貫教育を実施していますが、今回は市立大宮西高校

今回のような完全一貫の中等教育学校がありますが、

を改編して 2 校目を設置するわけですね。

なぜ中等教育学校にしたのでしょうか。

吉野 市内には 4 校の市立高校があります。埼玉県

吉野 6 年間を通した教育を行うことで、私たちが

全体では、今後の生徒数減少を見据えて高校の統廃

考えている自立した学習者を育てていくことができ

合を行っていますが、さいたま市では、市民の期待

ます。また、教育課程を柔軟に設定することで、い

に応えるよう、4 校を今後も維持することにしまし

ろいろな教育活動が展開できます。

た。ただ、同じような学校ばかりでは受験生に選ん

編集部 世界的に評価が高い国際バカロレアのプロ

でもらえません。
そこで、
「特色ある学校づくり計画」

グラムの導入を検討しているそうですね。

を策定し、4 校がそれぞれの特色を持って教育活動

田邉 私たちの考えている教育理念に非常に近い、

を行っていくことにしました。この「特色ある学校

世界的に評価の高い国際教育の中等教育プログラム

づくり計画」で、市立大宮西高校は「グローバル化

(4 年間)とディプロマ・プログラム(2 年間)を導入

先進校としての国際交流の充実と外国語運用力の育

することを検討することとなりました。

成」と、
「ICT 環境を活用した教育活動の実践」が掲

編集部 生徒に育てたい力についてお願いします。

げられました。

吉野 Grit(やりぬく力)、
Growth(成長し続ける力)、

田邉 また、市立浦和高校の中高一貫教育の成果を

Global(世界に視野を広げる力)の 3 つの力です。物

検証した結果、市民の期待に応えるために、新たな

事に対する情熱や、目的達成のために継続的に最後

中高一貫教育校の設置を検討してきました。今後の

までやり遂げる思考態度、
連続性のある学びの中で、

社会はグローバル化が加速すると考えられましたの

あらゆる経験を成長につなげるために主体的に学び

で、市立大宮西高校の特色である「グローバル化先

続ける思考態度、より良い世界を目指して多様性を

進校」としての役割をさらに発展させるため、市立

受け入れ、地球市民の一人として貢献・活躍しよう

大宮西高校を中等教育学校へ改編することが決まっ

とする思考態度、こうした力を 6 年間で身に付けて

たわけです。

いきます。

編集部 グローバル化に対応する人材育成がポイン

編集部 6 年間の学習の流れはどのようになるので

トですね。

しょうか。

吉野 はい。また、自立した学習者を育てていき、

田邉 1 年生から 4 年生(高 1 相当)までをエンパワ

進学先も、知の最先端を走る世界中の大学を考えて

ーメントステージとして位置付けています。中高一

います。そのため、校名も「市立大宮国際中等教育

貫教育校は教育課程の編成を柔軟に行うことができ

学校」としました。

るので、大宮国際中等教育学校では、一般の中学校
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と高校の必修の学習内容の多くを 4 年生までで学習

当)以降ではさらに発展させていきます。

します。

編集部 こうした活動は最近各校で注目されて、実

編集部 エンパワーメントステージの学習の特徴は

践例も増えてきましたね。

いかがでしょうか。

吉野 地球市民の一人として世界に貢献していく実

田邉 生徒がきめ細かい指導が受けられるよう少人

力を身に付けるには、大切な取り組みです。

数授業を行い、友達と意見交換をしながら自らの学

田邉 こうした活動を支えるのに欠かせないのはＩ

びを深めていきます。また、英語のネイティブ教員

ＣＴの環境整備です。ＩＣＴを用いた学習は探究学

が英語で教えるイマ―ジョン教育にも取り組みます。

習やアクティブラーニングと親和性が高く、効率的

編集部 イマ―ジョン教育はどのようなものでしょ

で充実した学習活動が行われるでしょう。大宮国際

うか。

中等教育学校では、電子黒板や 1 人 1 台のタブレッ

酒井 英語を学ぶだけでなく、様々な教科を英語で

トＰＣが用意され、いろいろな教科で活用します。

学ぶことで、その教科の深い知識を習得するととも

編集部 授業は週 5 日制ですか。

に、英語力も引き上げて、英語で考える習慣を身に

田邉 平日は教科の授業ですが、隔週土曜日にＬＤ

付けるものです。先日も説明会で教育長自身がプレ

Ｔ(Learner Directed Time)という時間を設定しま

ゼンを行いましたが、
数学や社会の地理の学習など、

す。この時間は、ひとり、あるいはグループで探究

様々な教科において、日本語で学んだ後に、引き続

活動の調査をしたり、
大学・企業等を訪問したりと、

き英語で進めていきます。

自分で自分の学習をプロデュースする時間です。

編集部 英語力が不十分だと勉強についていけなく

酒井 もちろん学校で先生にいろいろな相談や質問、

なるのではないですか。

アドバイスを求めることもできます。

酒井 放課後や土曜日に、先生に個別に教えてもら

編集部 でも中 1 の生徒たちに「自分で計画して」

う時間をとることができるなど、フォローアップも

といっても、
なかなか難しい面があると思いますが。

行います。また、毎朝 15 分、オールイングリッシュ

酒井 最初のうちは教員が丁寧に指導していきます。

タイムを全校で実施します。学校にいる全員が英語

学年の進行とともに、徐々に自主的に動けるように

のみで活動しますから、かなり力がつくのではない

指導していきます。

でしょうか。

編集部 5・6 年生ではどのような学習になるのでし

田邉 さらに 1 年生では福島県のブリティッシュヒ

ょうか。

ルズ(英国風の施設で内部では英語のみ)での異文化

田邉 アチーブメントステージと位置付けていて、

体験、2 年生はオセアニアでの語学研修、4 年生では

リベラルアーツ、ＳＴＥＭ、グローバルの 3 コース

アメリカでフィールドワークも予定しています。

制になります。

編集部 英語を活用する場面がたくさんあるのです

編集部 リベラルアーツコースはどのようなコース

ね。ほかにはどんな取り組みを予定していますか。

ですか。

田邉 先ほどの 3 つのＧをとって「3Ｇプロジェク

酒井 文系理系のどちらにも偏らず、幅広い知識・

ト」
と名づけた探究活動を積極的に行っていきます。

教養を学んで、深いものの見方・考え方を身に付け

身近な問題から世界的な問題まで、さまざまな課題

ます。

の解決に向かって調べ、議論し、発表していく活動

編集部 ＳＴＥＭとは何の略ですか。

で、協働で望ましい解決策を見つけていきます。

酒井 Ｓはサイエンス、Ｔはテクノロジー、Ｅはエ

酒井 探究活動については週 1 回英語で行うほか、

ンジニアリング、Ｍは数学の頭文字で、理系人材育

スパイラル式に高度な課題に挑戦していきます。エ

成で近年注目されています。特定分野にはこだわら

ンパワーメントステージのまとめとして、4 年生で

ず、医学・工学・理学・科学など、どの分野に進学

発表していったん完結するとともに、5 年生(高 2 相

するにしても求められる、
「しっかりと科学を理解し
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た人材」を育成するため、理系内容をさらに深める

とになるのでしょうか。

授業内容を予定しています。

田邉 放課後の活動についてはこれまでの部活動と

編集部 グローバルコースはいかがですか。

は違って、
「クラブアクティビティ」という独特な取

田邉 英語による授業や探究活動などを行い、課題

組になります。シーズン制でスポーツや文化的活動

解決を図る力を育てていきます。また、国際的な活

などに取り組むもので、例えば夏はサッカー、秋は

躍を視野に、物事をより深く、多面的・多角的に捉

プログラミングなど、自由に選択できるスタイルを

える力を育てていきます。このコースは、世界的に

予定しています。もちろん、３Ｇプロジェクトの探

評価の高い国際教育のディプロマ・プログラムの導

究活動に充てることもでき、各自が柔軟に「あれも

入を検討しています。

これも」と選べるものとなっています。

酒井 グローバルコースについては、特別学習費が

編集部 入学者選抜についてお聞かせください。

別途必要となります。

酒井 第 1 次選抜は 1 月 13 日で適性検査Ａ・Ｂ、17
︻校舎外環予定図︼

日に合格発表、第 2 次選抜は 1 月 19 日に適性検査
Ｃと集団活動を実施します。23 日に最終の合格発表
を行います。帰国生や外国人の特別選抜もあり、特
別選抜の試験は一般の試験とは別内容です。
編集部 第 1 次選抜は市立浦和とは別日程ですね。
両方出願してもよいのでしょうか。
酒井 はい。ですが、第 2 次選抜は同じ日程ですか

編集部 今度は生活面についてうかがいます。通学

ら、両方の第 1 次選抜に合格した時はどちらか選ん

は路線バスが原則でしょうか。

でいただきます。

田邉 原則は徒歩または公共交通機関となります。

編集部 ホームページにアップされている適性検査

大宮駅からは路線バスがあります。
大宮駅〜指扇駅・

のサンプル問題では英語が出題されていますね。

二ノ宮の路線です。ただ、徒歩や公共交通機関を利

田邉 さいたま市立の小学校では、英語の授業をグ

用して通学することが不便な場合、希望者には自転

ローバル・スタディとして実施しています。授業で

車通学も認める場合もあります。安全対策を十分に

しっかり取り組んでいるお子様なら、十分対応でき

行うことが条件で、校長が認めた場合になります。

る内容です。

編集部 お昼は給食ですか。

編集部 最後に、受験生、保護者の皆さんにメッセ

酒井 3 年生までは給食です。4 年生以降はお弁当

ージをお願いします。

か、売店を利用してください。校内にはカフェテリ

吉野 「誰も見たことのない世界を あなたはどう

アのような施設はありません。多くはお弁当持参に

生きるか」皆さんはこの問いにどう答えるでしょう

なると思います。

か。さいたま市では複雑化、多様化、不安定化する

編集部 来年度は新入生と大宮西高校の 3 年生が同

未来社会に通用する「真の学力」を身に付ける場と

居しますが、学校行事は一緒にやるのでしょうか。

して、今回の新しい学校を開校します。教育内容に

田邉 様々な場面での交流を考えています。

魅力を感じる方にぜひ来ていただきたいと思います。

編集部 クラブ活動の多くは最初から創っていくこ

編集部 ありがとうございました。

◎ さいたま市立大宮国際中等教育学校
・交通案内 西武バス 大宮駅西口〜指扇駅・二ノ宮「西高校入口」下車 徒歩 3 分
・説明会 8 月 26 日(日) さいたま市民会館おおみや
時間・申し込み方法等はホームページ参照 http://www.saitama-city.ed.jp/oomiyakokusai/
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