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国際社会をリ ー ドする
イノベ ー タ ー の育成をめざします。

豊かな人間力を土台に学力の向上をはかり、将来の
社会でリ ー ダーとなる人材の育成をめざします。

・個性置かな生徒が、いろいろな地域から進学してきます。そして、
全ての生徒があらゆる活動に意欲的に取り組み、互いに切磋琢
グロ ーバルキャンプ

•生徒ひとりひとりの進路希望に沿うために、2年次より文系・
理系に分かれ、皆さんの進路実現をサポ

ー

磨しながら充実した高校生活を送っています。

海外研修

·2年次から文系・理系に分かれ、東京大 学などの難関校や医学

トします。

部・法学部などの難関学部へも多くの生徒が進学しています。

•生徒全員の高い志望を実現し、互いに切磋琢磨できるように、

・「探究」では、生徒自らが課題を見いだし、その解決を図る主体的

1 •2年生はすべて自然学級編成としています。

学びを実践しています。

・「総合的な 探究の時間」では、クラス対抗や志望学部ごとの

·WWLコンソ ー シアムカリキュラム開発拠点校の中心的学科とし

デイベー ト大会、レポー ト発表、ポスタ ー セッションを通して進

て機能し、海外研修や生徒探究発表会などの様々な取り組みを

路研究を深めます。

TISP

[VOlCE
池田

凪紗（歌留多部

憧れの大宮高校に入学してから約 年。この 年間は私にとって刺激のある毎日でした。そんな日々の 中で私が感じた大
宮高校の素晴らしさは 「人の良さ」です。生徒の自主性を尊重しつつも、あらゆる場面で生徒の力になってくださる先生方や、
高い志を持って共に力を伸ばし、時には励まし合いながら毎日を過ごす友人との出会いは、私にとってかけがえのないもので
す。また、行事ではスタッフやチュ ータ ー の募集をはじめとし、全校生徒が主役となれるような工夫がされています。全力で
創り上げ、全力で楽しむ行事から得る達成感や経験は、きっと人生においても価値あるものになると思います。大宮高校は、
勉強や部活動など、どれをとっても当たり前の基準が高く、恵まれた環境で自分を高めることができます。ぜひ、大宮高校
で将来へ繋がる充実した高校生活を送りませんか。

出水

一

和樹（バスケットボール部、 応援団

野尻中学校出身）

宮崎大宮高校の魅力は、勉学に打ち込める環境が十分に整っていることと先生方が親身になって教えてくれるところです。
高校の勉強についていくために塾などが必要なのではないかと考えている人も 多いと思いますが、大宮高校に入学してくる
生徒は一人一人の勉強に対する志が高いため、塾に行かなくても友達と支えあいながら無理なく勉強が続けられ自分を高め
ていくことができます。それだけでなく、理解できるまで先生方がしっかりと教えてくれます。大宮高校の学習環境や先生
方の協力を最大限活用することで、行ける大学ではなく行くべき大学を目指すことこそが大宮の最大の魅力だと考えます。
また、部活動も大変活発に行われ、 多くの生徒が仲間と切磋琢磨しながら部活に励んでいます。僕はバスケ部と応援団
を兼部していて忙しい毎日を送っています。部活をしているとつらい思いをすることもありますが、 それを感じさせないほ
どの楽しさや充実感を感じることができます。大宮高校は勉強が苦しいときもありますが、仲間や先生方が支えてくれると
ても素敵な場所です。皆さんも大宮に入学して充実した学校生活を送ってみませんか？入学をお待ちしています。

部・同好会

「文武」 を 一体と考え、 勉強や部活動、 ま たその他の活動にも、 積極的に取り組み、
高い志を持って頑張っています。
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新体操
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ltソコン 歴史研究 英語デイベ ー ト

（今年度出場予定を含む）

●カヌ 一部、山岳部、ソフトテニス部
※カヌ一部は国民体育大会出場
（カヌ一部は、今年度も屎の競技力強化推進校指定を受けました）

●将棋部、歌留多部、放送部、書道部、等曲部、新聞部、文芸部、
パソコン同好会（ロボコン）
第43回全国高等学校総合文化祭百人一首部門
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通して国際社会で活躍するイノベー タ ー を育成します。

海晴（吹奏楽部

木花中学校出身）

大宮高校の 番の魅力は、チャレンジできる場が沢山あることだと私は思います。大宮高校の校是にある 「自主自律」
には、「自らの判断で行動し、 その結果に対しても責任をとれる人であれ」 という意味が込められています。この言葉の
通りに先輩方は挑戦し、先生方の厚いサポートもあって、今では海外研修やさくらサイエンスをはじめとする様々な活動
に参加できる環境となっているのです。勉強と部活だけではない充実した高校生活を送れるよう、みなさんもぜひ大宮
高校でチャレンジ精神を発揮してほしいと思います。そして文科情報科といえば探究活動です。この活動では、アイデ
アの出し方や情報収集能力といった、教科学習とは異なることを学び、 高めることができます。 一つの事柄に対して深
く追究するので、行き詰まることもありますが、 それを乗り越えると達成感を得られます。また、メンバー は様々な学校
から集まってきているので、 新しい考え方に出会うことができ、刺激も大きいです。みなさんも、 志の高い仲間と貴重
な経験をしてみませんか。
一

長友

奏（音楽部

広瀬中学校出身）

大宮高校文科情報科は、多種多様な人と関わり合い、たくさんの経験ができる環境の整った、とても魅力のある学科です。
まず、全員が取リ組む 「探究」では、地域や世界の課題を見つけて、解決への研究をします。探究が忙しく、普段の学習
の時間がとれないのではないかと不安があるかもしれませんが、大丈夫です。探究で思考や調査の方法を学ぶことで、他
の学習に役立ちます。また、「グロ ー バルキャンプ」では、英語力向上と共に、ALTの先生と仲良くなったり、1日を過ご
す中で、友達と絆が深まったりします。その他にも、希望者は「 TISP」や「さくらサイエンス」にも参加できます。私は昨年、
両方に参加しました。前者では、国内外の大学生と共にイノベー ションを学び、後者では、科学の実験をしながら、アジア
の高校生と友達になりました。どちらも貴重な経験ができるので、入学したらぜひ、参加 してみてください。WWLに指定
され、さらに大宮高校でできることが増えると思います。皆さんのご入学をお待ちしています。
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