様式

≪大宮中央高校の活性化・特色化方針≫
（平成２９年度〜）
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学校基本情報
通信制の課程 [通信]
課程

単位制による通信制の課程 [単通]

(男)1,324(女)1,330 計 2,654 名

普
学
通
科
科

単位制による定時制の課程 [単定]
ホームページ

アクセス

教育課程等
の特徴

生
徒
数

(男)

144(女)

182 計

326 名

(男)

447(女)

341 計

788 名

計
3,768 名

http://www.ohmiyachuo‑h.spec.ed.jp/
電車………ニューシャトル「鉄道博物館駅」下車 徒歩 約１０分
JR 川越線「日進駅」下車 徒歩 約２０分
バス………東武バス 大宮駅西口６番または８番より乗車「櫛引」バス停下車

徒歩５分

[通信]…①自分の時間割を自分で作ります。３年間制です。また、４年以上かけてゆっ
くりと卒業を目指すことも可能です。
②学習は、レポート(R)、スクーリング(S)、テスト(T)の３つからなります。
③レポートは、教科書と学習書を読みながら完成させ、添削指導を受けます。
スクーリングは、月２〜３回登校して授業を受けます。授業は日曜日、
月曜日、火曜日に実施しています。日曜日は県内５会場で実施しています。
④７４単位以上の単位修得と３２時間以上の特別活動への出席が卒業の要件で
す。
⑤前籍校で修得した単位を生かすことが可能です。
⑥中学卒業・卒業予定対象の生徒募集(一般募集)は３月に行い、入学は４月、
卒業は３月です。
⑦転編入学生対象の生徒募集は３月に行い、入学は４月、卒業は３月です。
[単通]…①自分の時間割を自分で作ります。３年間で卒業を目指す、または４年以上か
けてゆっくり卒業を目指すことが可能です。
②学習は、レポート(R)、スクーリング(S)、テスト(T)の３つからなります。
③レポートは、教科書と学習書を読みながら完成させ、添削指導を受けます。
スクーリングは、週１〜２回程度登校して授業を受けます。秋季生は木曜日
を中心に実施しています。技能連携生は水曜日にスクーリングを実施してい
ます。
④半年ごとに単位認定をしているので、卒業の機会は年２回あります。
⑤７４単位以上の単位修得と３０時間以上の特別活動への出席が卒業の要件で
す。
⑥高卒認定試験や定められた資格検定について単位認定しています。
⑦前籍校で修得した単位を生かすことが可能です。
⑧転編入学生対象の生徒募集は９月に行い、入学は１０月、卒業は９月と３月
です。技能連携生は４月入学、３月卒業です。
[単定]…①自分の時間割を自分で作ります。３年間で卒業を目指す、または４年以上か
けてゆっくり卒業を目指すことが可能です。
②学習は、週５日間登校し、教科書や参考書、プリントなどを活用しながら授
業を受けます。授業は、月・火・水・金・土曜日に行われます。
③半年ごとに単位認定をしているので、卒業の機会は年２回あります。
④７４単位以上の単位修得と一定時間以上の特別活動への出席が卒業の要件で
す。
⑤高卒認定試験や定められた資格検定について単位認定しています。
⑥前籍校で修得した単位を生かすことが可能です。
⑦中学卒業・卒業予定対象の生徒募集(一般募集)は３月に行います。
⑧転編入学生対象の生徒募集は９月と３月に行い、入学は１０月と４月です。
⑨卒業機会は３月、９月の年２回です。
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活躍が顕著
な部活動

特色ある
学校行事

[通信]…柔道部(H２８全国定通大会準優勝)、剣道部・陸上競技部・バドミントン部・
サッカー部(H２８全国定通大会出場)
[単通]…陸上競技部(H２８・２９全国定通大会出場)、卓球部（H２９全国定通大会出場）、
バドミントン部(H２７全国定通大会出場)、美術部(H２８県高校美術展出品)
[単定]…陸上競技部(H２８・２９全国定通大会出場)、剣道部(H２９全国定通大会出場)、
バスケットボール部(H２５県民総合体育大会定通の部優勝)
[通信]…体育的行事(６月)、文化的行事(１１月)、進路説明会(５月)

[単通]…文化祭(６月)、進路説明会(５月)
[単定]…進路説明会(５月)、遠足(１２月)、文化的行事(１月)
[通信]…体育的行事や文化的行事では、振興会(後援会)や信友会(同窓会)のみなさまや
地域のみなさまにも参加していただいています。
家庭・地域
[単通]…文化祭には、後援会のみなさまも参加していただいています。
との連携
[単定]…地域の環境美化を目的として「きれいにし隊」を結成し、ボランティア活動を
しています。後援会のみなさまにも参加していただいています。
[通信]…四大２０名／短大 １名／専門２９名／就職３０名／その他 ０名
状況 [単通]…四大 ７名／短大 １名／専門 ７名／就職１４名／その他４０名(進学準備等)
[単定]…四大１６名／短大 ３名／専門２１名／就職２５名／その他４２名(進学準備等)
進
○進学希望者は、指定校推薦、公募推薦、一般受験の機会を活用して、それぞれが希望す
路
る上級学校に進学しています。
傾向
○就職希望者は、求人票の見方や就職試験・面接対策等についての指導を受け、学校斡旋
で就職先を決定しています。公務員試験を目指す生徒もいます。
（※生徒数：H30.5.1 現在、進路は H30.3 卒業生の実績値）

本校の魅力！
○大宮中央高校は「多様な学習システムを提供し、生徒一人ひとりの自己実現を助け、思いやり
のある情操豊かな人間の育成を図る」学校を目指しています。
○明るいあいさつとしっかりした生徒指導、充実した教育相談体制、分かりやすいスクーリング
とていねいなレポート添削指導[通信・単通]、分かりやすい授業[単定]、楽しい学校行事、進学
希望者のための進路補習により、安心して高校生活を送り、高校卒業を目指します。
○個別指導の機会を充実させ、基礎的基本的な内容から学び直すこともできます。
○受講料は、[通信]と[単通]では１単位あたり 330 円、[単定]では１単位あたり 1,750 円です。
高校での学習費の負担を大幅に軽減できます。

○本校の教育活動の合い言葉は、ＳＭＩＬＥ(スマイル)

大宮中央。
一人ひとりの状況に合わせて安心して高校生活を送ることができます。
Ｓ

…Ｓｔｕｄｙ(スタディ) 自ら進んで学びます
自分の時間割を自分で作り、自分の夢や目標の実現に向けて、自分のペースを大事にし
ながら学びます。

Ｍ

…Ｍｉｎｄ(マインド) 自分の心や感情の動きを見極めます
生徒指導・教育相談体制が充実している環境の中で、コミュニケーションの力や人間関
係をほどよく保つ力を身につけます。

Ｉ

…Ｉｄｅｎｔｉｔｙ(アイデンティティ) 自分の個性や他の人の個性を尊重します
自分のよさを自覚し、さらに成長させる力、他の人のよさを認め、敬愛できる力を身に
つけます。

Ｌ

…Ｌｉｆｅ(ライフ) 自分や他の生命(いのち)を大切にします
かけがえのない生命(いのち)を慈しみ、人権を尊重する心を持ち続けます。

Ｅ

…Ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ(エンパワメント) 心豊かな人生を切り拓き、平和な社会を協力して築
くために、一人ひとりが本来もっている力を引き出します
安心感や幸福感、働く喜びや周囲への感謝の心を大切にして、自立して生きる力を自分
の中から引き出せるよう、何事にもあきらめず取り組みます。
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本校での学びのキーワード
「決意・計画・継続」を
３つの「Ｋ」で表し、
「高」を囲んだ校章

皆さんが自分の夢に向かって
飛び立っていってほしいとの
願いを込めて作成した
モニュメントの「テントウムシ」

在校生からのメッセージ
[通信制の課程]
・受け身の学習でなく、自ら率先して取り組むと理解が進むこと
に気がつきました。分かったことがほんの少しでもあると自分に
自信がついてきます。学んだ先には必ず何かが見えてくるだろう
と思うようになりました。
[単位制による通信制の課程]
・自分を成長させてくれる学校でした。何でも一人でやれるよう
になったし、今まで気づけなかった大切なことに気づくことがで
きました。このことは社会に出ても役立つことだと思います。
[単位制による定時制の課程]
・時間の使い方がうまくなり、自己管理能力も身につき、卒業後
の生活に役立っています。

２ 入学者選抜情報
＜本校が求める生徒＞
・規律ある学習環境の中で、自らを成長させる努力を続ける人。
・他の人の立場や気持ちを思いやり、他の人に迷惑をかけない行動をとることができる人。
・高校卒業を目指す人。
・全日制、昼夜開講や夜間の定時制ではない県立高校で学ぶことが、自分に合っていると強く
思える人。
・仕事や家庭、子育てと高校卒業のための学習との両立を目指す人。
＜入学者選抜のポイント＞（平成３１年度入学者選抜基準より）

通信制の課程[通信]
[選抜]
・原則として、「調査書」、その他の資料を参考にして選抜を行います。ただし、本校校長が必
要と認める場合は、「面接」を行います。
[入学願書等の提出]
・平成３１年２月２４日(日)午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで
[発表は、中学校長を通して本人宛通知します。]
・平成３１年３月１３日(水)午後１時から午後４時まで、平成３１年３月１４日(木)午前９時
から正午まで及び午後１時から午後４時まで
[発表は、中学校長および本人宛てに通知します。]

単位制による通信制の課程[単通]
[出願資格]
・県教育委員会が定める出願資格がある者で、平成３１年度に本校と技能連携を行う専修学校
の入学許可候補者であること。
[選抜]
・原則として、「調査書」、その他の資料を参考にして選抜を行います。ただし、本校校長が必
要と認める場合は、「面接」を行います。発表は、本人宛に通知します。

単位制による定時制の課程 [単定]
◇一般募集
・学力検査を重視します。また、入学後の学習意欲や将来像を持っているかを評価します。
・調査書の「学習の記録の得点」は、学年比率１：１：１で各学年の評価を同等に扱います。
・調査書に記載されている「学級活動や生徒会活動、部活動、資格取得やボランティア活動」など
について、その活動内容に応じて評価し、得点とします。
◇特別募集
・県教育委員会が定める出願資格がある者。
・選抜は、平成３１年２月２８日(木)に実施する「作文」及び「面接」により行います。
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埼玉県立大宮中央高等学校

通信制の課程
単位制による通信制の課程
単位制による定時制の課程

～埼玉県に一つだけの高校で、自分だけの未来を創ろう！～
大宮中央高校卒業生の姿
□心豊かで幸せな人生を送れるよう、何事にもあきらめずにこつこつと取り組める人
□平和でだれもが安心して暮らせる社会を、他の人たちと協力して作り、発展させる人

高校卒業までに身につけたい

目指せ！高校卒業
【１年次】
□高校生活に慣れ、学習
習慣を確立します
□部活動や生徒会活動
で新しい自分を発見
します
【２年次】
□基礎力を身につけま
す
□自分の進路の方向性
を決めます

４つの力

【３年次以降卒業まで】
□行事で気分転換を図り
ながら進路実現に取り
組みます
□自分の目標をしっかり
描き、自己完成を図り
ます
□感謝の気持ちをもって
自立を目指します

１ 学び続ける力
：健全な批判力・多面的多角的なものの見方・
好奇心・創造力
２ 働く力
：チームワーク・労働者の権利や義務の理解・
情報活用能力・健康の保持
３ ことばの力
：自分の思いや考えを伝える力・相手の思い
や考えを受け取る力
４ 共に生きる力
：自己管理能力・自他の生命や人権の尊重・
礼儀・思いやり

学校生活の合い言葉は

ＳＭＩＬＥ(スマイル)大宮中央
だれでもが安心して学べる学校、
思い切り勉強して、自分を成長させられる学校です。

困ったときには、

Ｓｔｕｄｙ(スタディ)

□進路相談や教育相談を活用します。
□教職員・教育相談員・スクールカウン
セラー・スクールソーシャルワーカー
が相談を受けます。
□必要に応じて、県や市の教育相談窓口
や警察、保健所などの専門機関とも連
携をして対応策や解決の方法を探り
ます。

Ｍｉｎｄ(マインド)

…自分のペースを大事にしながら勉強や進路研究をします。
…自分の心や感情の動きを見極め、人間関係をほどよく保つ力を
身につけます。

Ｉｄｅｎｔｉｔｙ(アイデンティティ)
…自分の個性をさらに伸ばし、他の人のよさを認め、敬愛できる力
を身につけます。

Ｌｉｆｅ(ライフ)
…自他の生命(いのち)を大切にし、人権を尊重する心を持ち続け
ます。

Ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ(エンパワメント)
…一人ひとりが本来持っている力を引き出します。

