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宮崎大宮高等学校

　目指すのは多様な人と協働し、豊かな世界を創造する「協創力（Co-Creation）」を身につけたイノベーターの育成です。
様々な人とつながり、共感し、協働する活動を通して、「協創力」を育成し、未来の可能性を広げていきます。
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国立大学

東京大学     6

京都大学     1

大阪大学     9

神戸大学     3

広島大学　13

九州大学　18

熊本大学　25

宮崎大学　50

国公立大学 　　　　　245

私立大学 　　　　　　384
私立大学

早稲田大学     4

慶応大学        5

明治大学      10

青山学院大学  6

法政大学     　7

中央大学　　12

同志社大学     7

立命館大学　19

・学びに向かう力
・思考力、判断力、表現力
・自己教育力
・英語４技能

今後求められる力今後求められる力
・質の高い探究型の授業
・プレゼンテーション力の向上
・予習重視の授業
・外部英語検定試験の導入

大宮高校の取り組み大宮高校の取り組み

●入学式
●歓迎遠足
●四校定期戦

●立会演説会
●高校総体

●生徒総会 ●クラスマッチ（3年）
●オープンスクール

●3年宿泊合宿 ●弦月祭
　（文化祭・体育大会）
●県高校総合文化祭

●立会演説会●大宮ハローワーク
●芸術鑑賞

●グローバルキャンプ
　（文科情報科）
●百人一首大会（1・2年）

●修学旅行 ●同窓会入会式 ●卒業式
●東大訪問研修
●クラスマッチ（1・2年）
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地域とつながる

参加者の声

大宮模試　 質の高い校内模試

外部業者依存から脱却し、問題作成・学力判
定基準の設定を校内で行います。
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令和4年度大学入試 主な合格者数 令和4年度大学入試 大学種別合格者数

東大・京大の合格者数の推移

高  い  志　 行ける大学から行くべき大学へ

安易に志望を下げず、高い志を持った生徒集団
の中で切磋琢磨し、志望校合格を目指します。

　　宮崎県立
    宮崎大宮高等学校
〒880-0056 宮崎市神宮東1丁目3番10号
TEL （0985）22-5191
FAX （0985）27-9803
E-mail：6001ha@miyazaki-c.ed.jp
http://www.miyazaki-c.ed.jp/miyazakiohmiya-h/

Facebook ホームページ

宮崎大宮高校は大学入試改革に対応していますWWLコンソーシアムカリキュラム開発拠点校（令和2年度～令和4年度）

学校行事

主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ姿勢を大事にします。

フィールドワークや課題研究を通して、地域の
人とともに地域の未来を考えます。

　私は先日まで太陽光や風力といった再
生可能エネルギー発電効率が悪くまた天
候に左右されやすいことからあまり効率的
な発電方法ではなくいいと思ってました。
しかし先生や先生の研究室で行われている
太陽の追尾や比較的安価なアクリル板を
用いてコストを下げたり壁面などに搭載し
たりして直接使えるようにしようとする取り
組みを拝見し、考えが大きく変わりました。
ただただアイディアや技術だけでなく、相
手に対して説明する能力やわかりやすく理
解させる能力、そういったものをこれから
の授業や日々の生活で磨いていかなけれ
ばいけないと考えました。

連携校とつながる
TISPや様々な連携校との協働プログラムを通じ
て、互いの学びが混ざり合い、高めあいます。

　大学生から学ぶことや他校の同い年の
高校生から学ぶことがたくさんあり、すご
く充実した時間になりました。本物の大学
生とじっくり話すことができ、今までで1番
大学へのイメージが具体的に湧いてモチ
ベーションがあがりました！そして、一つ一
つの製品には今回私たちがしたような話し
合いや試行錯誤が行われているのだろうと
思い、イノベーションを行う方々への尊敬
の念が生まれました。参加して良かったと
心の底から思いました！コロナ禍の中でも
オンラインという形で開催していただき本
当にありがとうございました！

世界とつながる
海外連携校との協働プログラムや共同研究を通じて、
海外連携校の生徒達と共に世界の未来を考えます。

　水資源をテーマに宮崎での事例を学び、
水浄化システムに関連する実験を行いまし
た。まずは、えびの硫黄山研修会で水浄
化システムについて勉強しました。その後、
オンラインで海外の連携校の生徒と交流し
ました。私は日本代表として日本の水問題
についてのプレゼンの担当をしました。英
語で作成し、発表するのは緊張しましたが、
英語を話せるという自信につながりまし
た。また、今回の活動の本番である実験
では、自分たちで水をきれいにする方法
を模索するため、事前準備で苦労する場
面も多々ありました。しかし、本番では， 
私の班が大宮高校でもっときれいに水を
浄化することに成功しました。

参加者の声 参加者の声
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MIYAZAKI OMIYA
Senior High School GUIDE 2023

宮崎県立宮崎大宮高等学校
学校案内パンフレット
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部・同好会

生徒会総務委員長　迫井　颯汰（卓球部　大淀中学校出身）
　宮崎大宮高校の魅力は、県内各地から様々な個性をもった仲間たちが集まり、日々の授業や部活動で触れ合う中で、刺
激を受けながら充実した高校生活が送れるという事です。レベルの高い授業や自習室といった勉学に励む環境が整っている
のはもちろんのこと、30を超える部活動や、海外と交流できる探求活動など自分のやりたい事にとことん打ち込めます。
　大宮の校風、自主自律を特に体現しているのが生徒会活動です。行事運営や公約、委員会活動、地域ボランティア等多
岐にわたる活動を展開していきます。行事運営では、先生が関与するのは最初の計画の段階だけで当日の運営はすべて生
徒だけで行います。今年のオープンスクールでは100人近いボランティアが集まったように、生徒の生徒会への関心も高い
です。短期間で集中して準備する為、誰での気軽に参加でき、学級や部活動とはまた違った人間関係が築けます。
　中学生の皆さん！皆さんも私たちと一緒に新たな大宮の歴史を創りませんか？

「
宮
崎
の

大
宮
」
か
ら
「
全
国
の

大
宮
」
へ

巨樹大宮の 葉となれ 根となれ 幹となれ

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目指します。

・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トします。
・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、１・２年生はすべ
て自然学級編成としています。
・「総合的な探究の時間」では、クラス対抗や志望学部ごとのディベート大会、レ
ポート発表、ポスターセッションを通して進路研究を深めます。

目　標

特　長

• 真理を探り
• 美にあこがれ
• 善を行う
• 心身ともにバランス
  のとれた人間

本校は今年創立134年を迎え
る県内で最も歴史のある学校
です。約50，000人の卒業生
がおり、各界で活躍されてい
ます。明治22年尋常中学校設
立以降の旧制時代の60年、そ
して新制高校時代の70年を
超え、今年、創立134年を迎え

ました。今後も伝統を継承しながらも改革を続け、常に新しい宮崎大宮高
校をつくり続けています。

1学年　286名（7クラス）　2学年　279名（7クラス）
3学年　273名（7クラス）

令和4年度在籍者数

演劇　国際ボランティア　新聞　歌留多　自然科学　音楽美術　書道
茶道　箏曲　吹奏楽　応援団　写真　文芸　放送　将棋　ダンス

文化部

パソコン　歴史研究　英語ディベート　華道　映画研究　柔道
クイズ研究会

同好会

剣道　弓道　陸上　水泳　卓球　ソフトテニス　テニス　サッカー
バレーボール　バスケットボール　山岳　野球　バドミントン　馬術
ラグビー　女子ソフトボール　カヌー　ハンドボール　新体操

運動部

裾野は広く、志は高く

普通科 文科情報科

「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。

高妻　　葵（書道部　本庄中学校出身）
　我が高校には、同じ志をもった仲間がたくさんいます。大宮高校は言わずとも勉強する毎日ですが、周りの友達もこなして
いるので、それが当たり前になっています。中学生の頃に比べて勉強を「苦」と思わないので、成長したなと感じています。
自分のやる気がでない時も、周りのみんなの刺激を受けてがんばれています。この他にも今、大宮高校は変革期です。生徒
会総務を中心に、大宮高校をよりよくするために様々な改革が行われています。みなさんも共に大宮高校を変えていきません
か。生徒だけでなく、先生方も素敵な方が多いです。相談するとわかりやすく答えてくださり、真摯に教えてくださいます。
多くの先生がいらっしゃるので、自分に合った先生に教えてもらえるのが魅力だと思います。最後に大宮高校といえば、「勉強」
というイメージが強いと思いますが、行事に全力で取り組む生徒が実はたくさんいるのです。待ちに待った高校生活、共に大
宮高校で過ごしませんか。ご入学を待っています。

原田　瑞希（サッカー部・応援団　檍中学校出身）
　宮崎大宮高校は生徒全員が志望実現に向けてレベルの高い勉強ができているのはもちろんですが、一番はコミューニケー
ションがとれる環境が整っていることだと思います。「自主自律」の校是のもと学校行事は生徒主体で行われています。そ
のため学年を越えて生徒同士で話し合ったり動いたりする機会が多く、生徒間の絆はとても強いものになります。そして、
その絆は辛い時、心の支えにもなります。また、先生方はいつでも質問や相談にのり、適切なアドバイスをしてくださるので、
気軽に話すことができます。このような生徒と生徒、生徒と先生のつながりを強くすることができる環境は、勉強面以外に
もたくさん学ぶことができ、それは目標達成のための助けに必ずなります。これは、他の高校にはない大宮高校の１番の良
さだと思います。皆さんもこの大宮高校で目標達成に向け、充実した高校生活を送ってみませんか。入学を心よりお待ちし
ております。

VOICE

国際社会をリードするイノベーター人材の育成を目指します。

・個性豊かな生徒が、いろいろな地域から進学してきます。全ての生徒があらゆる活動に意欲
的に取り組み、互いに切磋琢磨しながら充実した高校生活を送っています。
・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。
・「グローバル協創」の授業では、生徒自らが課題を見いだし、その解決を図る主体的な学びを
実践しています。
・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通して、国際社会で活躍するイノベーターを育成します。

目　標

特　長

1学年　81名（2クラス）　2学年　79名（2クラス）
3学年　82名（2クラス）

令和4年度在籍者数

鎌田　琢夢（英語ディベート同好会　宮崎大学附属中学校出身）
　文科情報科の魅力は、１人ひとりが本当に個性的なことです。多くの中学校から集まった様々なバックグラウンドを持つ「変
人」達が、日々切磋琢磨して結束し、集団として成長していきます。文化祭やクラスマッチ、グローバルキャンプ等の行事を
通してクラスが一つになっていくと同時に個人個人も大きく変わっていきます。僕自身も昨年一年間の中で人間的に変われた
なと実感できており、やはり大宮の学友や先生方、そして環境は他にはない特別なものだと実感しています。文情科といえ
ば探究というイメージがあると思いますが、実際その通りです。自分たちで一から発想し、外部の方々と関わりながら創り上
げていく経験はここ文情科でしか味わえません。さらに、ご存じの通り勉強にも本気です。努力する人が笑われることなく、
皆が後押ししてくれる、そんな環境が整っています。最後に、文情科は本当に皆が一つになれて成長できる最高の環境です。
僕たちと一緒に大宮の一ページを作っていきませんか。

伊藤　　愛（弓道部　清武中出身）
　文科情報科は、互いに刺激を与えながら、自らを高められる環境が整っている学科です。勉強も部活動も全力で取り組
んでいる人が多くいます。周りに圧倒される毎日ですが、このような環境で過ごすことによって、より高みを目指すことが
できます。文科情報科ならではの活動である「グローバル協創」では、社会の問題に目を向け、その解決のために自分た
ちには何が出来るかを考え、研究し、実行していきます。班員で意見を出し合いながら、一からプロジェクトを創り上げて
いくことに少し不安を感じる人もいるかもしれませんが、ここには素晴らしい発想力を持った仲間がいることを忘れないで
ください。周囲の人を頼りにできるところも魅力の一つです。また、クラスは二つに分かれていますが、グローバル協創を
初めとした様々な活動において、合同で活動することが多くあるため、三年間でより強い団結力と絆が生まれると実感して
います。皆さんも、頼れる仲間と共に、充実した高校生活を送ってみませんか。

VOICE

●書道部　第４０回宮崎県高等学校席上揮毫大会　                                団体の部　優勝
●カヌー部 第49回宮崎県高等学校総合体育大会   第18回カヌー競技大会　男子総合　優勝
●水泳部　第49回宮崎県高等学校総合体育大会　第75回水泳競技大会　  男子総合　優勝
●山岳部　第49回宮崎県高等学校総合体育大会　第65回登山競技大会　  男子総合・女子総合　優勝
●馬術部　第56回全日本高等学校馬術競技大会九州地区予選会　団体渉外飛越競技　優勝

カヌー部、音楽部、書道部、将棋部、歌留多部、美術部、放送部、山岳部、馬術部、新聞部

主な成績

（今年度出場予定を含む）全国大会出場
カヌー部 ※カヌー部は今年度も県の競技力強化推進校指定を受けました。世界大会出場

令和3年度

令和4年度

新人大会　優勝　カヌー部　水泳部　馬術部　陸上競技部　山岳部

校　是

歴　史

●生徒会総務委員長の言葉

東京大学文科三類　鈴木　日奈子
　宮崎大宮高校で過ごした3年間は、間違いなく私の大きな財産になりました。肝胆相照らすような仲間たちとともに、勉強や
部活動、さまざまな行事に本気で取り組める環境に身を置くことができ、自分自身の成長を実感しています。
   まず、大宮には、私たちの夢のために同じ熱量でぶつかってくださる先生方がいらっしゃいます。幾多の合格を見届けて
きた受験のプロである先生方と、「行くべき大学へ」というスローガンのもと全力で学べる環境が整っています。
   そして、大宮では、一生ものの友達ができます。個性豊かで面白く、お互いに切磋琢磨しあった彼ら、彼女らは紛れもな
く私の宝物です。
   最後に、人生において最も重要な時期と言っても過言ではない高校時代をどう過ごすのかは一人ひとりにかかっています。
みなが高い志を抱き時に互いに支え合いながら、同じ方向に向かって全力疾走できる、そんな素晴らしい青春を宮崎大宮高
校で送ってみませんか？

●卒業生の言葉

理想とする人間像

「自主自律」「稚心を去れ」「質実剛健」

生徒探究発表会2021

グローバルキャンプ2021

TISP2021

サマーオンラインプログラム2021


