
≪大宮商業高校の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

 

 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 商業科 

生

徒

数 

(男)１１５ 

(女)５４７ 
計６６２ 

ホームページ http://www.omiyasyogyo-ch.spec.ed.jp/ 

アクセス アーバンパークライン（東武野田線）大和田駅下車徒歩６分 

教育課程等

の特徴 

・資格取得を目指し、学年や教科で、補習等の丁寧なフォローアップをしています。 

・マーケティング・総合実践等、ビジネス実践教育を実践しています。 

・普通教科も重視しており、授業の３分の２は普通教科です。また、スモールステップ 

 形式の教材や確認テストを活用し、基礎学力の向上を図ります。 

活躍が顕著

な部活動 

・全国大会に１１年連続出場 珠算電卓部     

・吹奏楽部 コンクールＣの部 金賞受賞 

・県大会に出場に向けて、運動部、文化部が日々練習に励んでいます。 

・県コンクール・大会での入賞を目指して文化部は日々頑張っています。 

特色ある 

学校行事 

インターンシップ：２年生全員が、１月下旬に就業体験を行います。 

進路体験の発表会：卒業生の体験を３年生が聴きます。 

１年生は進路ガイダンス、２年生は分野別ガイダンスや３年生による合格体験発表会

３年生は、卒業生進路体験発表会や自己ＰＲ発表会などがあります。 

実践的グローバル事業：大原簿記専門学校講師による日商簿記２級集中講座開設 

 

家庭・地域 

との連携 

地元自治会の方を学校評議員に迎えるなど、地域との連携を強化しています。 

ホームページやメールを活用し、情報発信・情報共有をこまめにしています。 

吹奏楽部や生徒会・囲碁部・書道部・ダンス部が、地域の行事に積極的に参加してい

ます。 

進

路 

状況 四大 １７人 短大 ２人 専門 ５０人 就職 １３６人 
その他の 

卒業生 
１２人 

傾向 

本校の多くは、就職を希望し、事務系には例年１３０名程度が就職しています。 

昨年度も１２月中に就職希望者は内定をいただいております。 

公務員試験にも合格しています。 

進学希望者にも資格検定を利用した推薦入試等で、進路実現を図っています。 

（※児童生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 卒業生の実績値） 

 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

 高校生活を意欲的に取り組む生徒を求めます。 

＜入学者選抜のポイント＞（令和３年度入学者選抜基準より）  

・学力検査と調査書をバランスよく評価します。 

・本校について理解し、しっかりとした将来像や学習意欲がかんじられるかを評価します。 

・生徒会活動･資格取得･部活動への積極的な取り組みを評価します。 

・面接を実施し、受検生の意欲・態度を積極的に評価します。 

 

http://www.omiyasyogyo-ch.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


野球部やダンス部・弓道
部などの運動部をはじめ
全国大会出場実績があ
る文化部。吹奏楽・写真
演劇部や商業高校特有
の簿記・ワープロ・珠算電
卓・情報処理等の部活
動もあります。

自ら学ぶ朝学習 － 積み重ねの朝の１０分間 １０×１９２日=１９２０分

自分に挑み 未来を拓こう！！自分に挑み 未来を拓こう！！

◆ 県内唯一の商業科のみの高校です。 ◆ 就職・進学決定率は、ほぼ１００％です。うち、事務職に約６２％内定しています。
◆ 普通教科も重視しています。スモールステップ形式の教材や小テストを用いて、基礎学力の向上を目指します。

◆ 資格取得に力を入れ、簿記･情報処理･ビジネス文書･電卓･珠算･経済等の商業系検定、英語検定･漢字検定も合格を目指します。
◆ 部活動は、文化部・運動部とも、全国大会・県大会出場目指して取組んでいます。

県立大宮商業高校 ～生徒の成長物語～

１年生 ３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□ 基礎学力の定着を目指します。
□ 検定は、簿記検定２級・ビジネス文書検定２級・
電卓検定１級・情報処理検定３級取得を目指します
□自分の将来を見通すために、「１０年チャートの作
成」や「進路講演会：３年間の過ごし方」等のキャリ
ア教育を1学年から進めます。
□ コミュニケーション能力と表現力の育成

２年生
□ 進路実現に全力で取組みます。
□ 「総合実践」の授業では、これまでに学習した
知識や技術を活用し実践的な授業を行います。

□ 「課題研究」の授業では、資格取得等に取組み
ます。秘書、MOS（マイクロソフトオフィススペシ
ャリスト）他

□ 就職・進学決定率１００％をめざし、学年・進路
指導学校全体でサポートします。

□ コミニュケーション能力と表現力の育成

コバトン＆
さいたまっち

育成方針

□ 学習・部活動・行事等に中堅学年としての
自覚を持って取組みます。

□ 検定は、簿記検定１級・情報処理検定２級・
商業経済検定２級・ ビジネス文書検定１級
取得を目指します。

□ 次年度の進路実現に向け、「インターンシップ
（就業体験：概ね１月下旬）」「３年生による
合格体験発表会」等を行います。

□ コミュニケーション能力と表現力の育成

本校の３年後の目標 チャレンジ精神に溢れたたくましい人財になる本校の３年後の目標 チャレンジ精神に溢れたたくましい人財になる

【１年生】 【２年生】 【３年生】
スモールステップ形式の基礎学力定着用教材 スモールステップ形式の基礎学力定着用教材 一般常識問題集・新聞を読む
新聞を読む 語彙力を高める 新聞を読む・小論文テキスト 語彙力を高める 語彙力・表現力を高める

週番が朝の伝達事項
を伝えます。生徒はメ
モ帳をもち、メモを取る
習慣を身につけていき
ます。

週番制

地元の自治会、老人ホ
ーム、公民館等に訪問
し異年齢の方と交流を
深めています。

地域との連携

宮商祭では、各クラスの出
し物や文化部・有志の発
表、体育祭はクラスパフォ
ーマンスが目玉競技。修
学旅行は、２年生で行って
います。

学校行事

企業と連携し、２年生全
員が、５日間の就業体験
を行います。事後には発
表会を
行い、成果
の共有を図
ります。

インターンシップ部活動

大宮商業高校の先生は、生徒の皆さんの成長を支援します。大宮商業高校の先生は、生徒の皆さんの成長を支援します。



≪大宮商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 定時制 学科 普通科・商業科 生徒数 
(男)30 

(女)24 
計 54 

ホームページ http://www.omiyasyogyo-ch.spec.ed.jp/teijisei/ 

アクセス 東武アーバンパークライン「大和田駅」下車 徒歩６分（約４００ｍ） 

教育課程等

の特徴 

・普通科は、国語・数学・英語・理科・社会の５教科と保健体育・家庭科・音楽・情 

報を勉強します。高校卒業後の進路実現に向けて、基礎的・基本的な学力（書き・ 

読み・計算）の習得を重視しています。また、総合的な探究（学習）の時間やＬＨ 

Ｒ等を生かして就職や進学時の学力検査・面接の対策も実施しています。 

・商業科は、国語・数学・英語・理科・社会の５教科と保健体育・家庭科・音楽に加 

え、商業科専門科目（簿記・財務会計・ビジネス実務・情報処理など）も勉強しま 

す。高校卒業後の進路実現に向けて、簿記やビジネス文書実務などの検定試験合格 

を目指します。希望者には、検定試験に向けた補習を実施しています。 

活躍が顕著

な部活動 
・バドミントン部（女子）が全国大会出場（平成２７年度） 

特色ある 

学校行事 

・遠足 

・スポーツの祭典 

・ＭＰＳ（宮商パフォーマンスショー） 

・外部講師を招いての授業（ソーシャルスキルトレーニング、進路指導等）を実施 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を年２回実施 

・保護者対象公開授業を年２回実施 

・地元自治会主催の夏祭りの運営補助（ボランティア）に参加 

進

路 

状

況 
四大 １人 短大 ０人 専門 ３人 就職 ６人 

その他の 

卒業者 
３人 

傾

向 

・大学・短大、専門学校、就職の３分野を主に生徒は進路を決めています。中でも専門

学校と就職への進路選択者の割合が高いです。専門学校では、県立の職業訓練施設で

ある高等技術専門校や、生徒の希望や特長を生かすことができる学校の選択をしてい

ます。就職では、県内の就職が多いのが特徴です。サービス業や製造業、販売業など

に就職する生徒が多いです。 

生徒の希望を丁寧に聞き取り、密に面談しながら指導しています。生徒が卒業後も幸

せに暮らすことができるように努めています。 

（※児童生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

 ・学校のルールをしっかり守ることができる生徒 

 ・自分を高めたいという向上心がある生徒 

 ・途中であきらめずに、最後までやり抜こうとする気持ちがある生徒 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

（「埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜基準」が別ウインドウで開きます） 

 

http://www.omiyasyogyo-ch.spec.ed.jp/teijisei/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


県立大宮商業高校定時制 ～生徒の成長物語～県立大宮商業高校定時制 ～生徒の成長物語～

本校の
特 色
本校の
特 色

◇ 県立唯一の普通科・商業科の２学科が設置された高校です︕︕
◇ 商業科の一部の授業でティームティーチング・習熟度別授業を実施しています︕︕
◇ 外部（地域自治体や県）との連携に力を入れています︕︕

◇ 県立唯一の普通科・商業科の２学科が設置された高校です︕︕
◇ 商業科の一部の授業でティームティーチング・習熟度別授業を実施しています︕︕
◇ 外部（地域自治体や県）との連携に力を入れています︕︕

１年生
○普通科1年生では、国・社・数・理・英・保体を学習
しながら定時制の雰囲気に慣れてもらいます。

○商業科1年生では、加えてビジネス基礎・簿記の科
目で専門的学習を行います。

２年生
○普通科２年生では、新たに情報を学習してＩＣＴ
のスキルを身に付けていきます。

○商業科２年生では、ビジネス実務の科目をとおして
ワープロ検定など資格の取得を意識していきます。

３年生
○普通科３年生では、総合的な探究の時間などを
とおして就職や進学の自分の将来への指針を見つ
けていきます。

○商業科３年生では、情報処理や財務会計などの
科目で実戦的な能力を養います。

４年生
○普通科・商業科ともに、自分の進路に向けての
活動が本格化していきます。就職活動では履
歴書の書き方から面接・言葉遣いなどの指導
を受けます。進学では、試験に向けた小論文
や問題演習をおこないます。

部活動部活動
○全国大会出場経験のある
バドミントンや軟式野球部、
軽音楽部などが精力的に
活動しています。

○限られた短い時間を集中して濃い内容となるよう
各部が取り組んでいます。

本校の教職員本校の教職員
○若い先生方が多いのが特長です。加えて、
ベテランの先生方や管理職の先生方と一致団結
して「チーム宮商」としてよりよい学校生活を目指
しています。

行事行事
○スポーツの祭典では、全学年の代表生徒同士
と生徒会が主体となって競技種目の設定や運
営・準備をおこないます。

○ＭＰＳ（宮商パフォーマンスショー）では軽音楽
部や有志によるライブなどで盛り上がります。

○遠足では、集団活動をとおして生徒同士が交
流し絆を深めあいます。

大宮商業高校定時制は生徒に寄り添い続ける学校です

本校の４年後の目標本校の４年後の目標
○学習面では普通科生徒は社会人としての基礎学力の定着・向上を目指します。

商業科生徒はワープロ検定２級・簿記検定２級取得を目指します。
○進路面では生徒が満足する進路実現のため努力し、進路未定者０を目指します。
○生活面では教師陣の組織的な活動をおこない、社会人としてのマナーとコミュニ
ケーション能力を身に付けさせます。



≪大宮東高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科・体育科 生徒数 
(男)623 

(女)362 
計 985 

ホームページ https://oh-h.spec.ed.jp/ ツイッター  @omiya_higashi 

アクセス 
東武鉄道七里駅から徒歩３０分。（多くの生徒が七里駅から自転車利用）。 

ＪＲ北浦和駅よりバス「宮下」下車徒歩１０分。 

目指す学校像 安全･安心な環境の下､文武両道を旨とし､正義感溢れる心身ともに健康な生徒を育てる学校  

教育課程等

の特徴 

・様々な進路実現へのニーズに応えるバランスのとれた教育課程。 

・普通科２年、体育科３年から理系・文系の類型選択。さらに普通科３年理系は、  

 理工系はもちろん、医療・看護系に対応する類型を別に設置。 

・体育科の国語、数学、英語、および普通科２年理系の数学における少人数指導。 

・体育科「スポーツ総合演習」の授業では、毎週、自分の専門の競技を学ぶ。 

・体育科における､ｽｸｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ(ﾗｲｾﾝｽ取得)等の｢野外活動｣。ﾃｰﾏ学習の｢課題研究｣｡ 

・全校生徒が毎日の朝学習を実施。漢検資格取得を目指した、新たな学力向上の取組。 

・自主学習の定着化と新大学入試のポートフォリオ評価に向けて手帳の導入。 

・新学習指導要領に対応した新教育課程は、文武両道を目指したものを作成。 

活躍が顕著

な部活動 

・全国または関東高校大会出場運動部活動、男女別１０競技（令和元年度） 

【陸上（男女）､体操（男女）、水泳（女）、弓道（女）、バドミントン（男女）、柔道

（女）、ソングリーディング（女）】 

・部活動加入率９６％｡運動部のほとんどが県大会上位の戦績。外部指導員を多く活用｡ 

特色ある 

学校行事 

・迫力あふれる体育祭は、男子組体操、女子集団演技、大学教授の指 

 導による体育科集団行動など特色に富み、新聞報道もされ、保護者 

 の他、地域からも大勢の方が来校。 

・志賀高原への集団宿泊研修（１年）で自律と学年の信頼関係づくり。 

・体育科における、スキー実習（１・３年、ライセンス取得）、 

スケート教室（毎年）。大学の授業受講と体育活動見学｡ 

・学年を横断した、縦割り団活動（団テスト、エコキャップ活動など）。 

家庭・地域 

との連携 

・地元の３つの小学校との交流事業。 

・大宮共立病院でのボランティア活動。  

・平成国際大学、女子栄養大学と連携協定。技術指導や栄養指導。 

・茶道部､吹奏楽部､ソングリーディング部等が、地域でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや演奏｡ 

・ＰＴＡと後援会が一体となって学校教育をサポートする体制。 

進

路 

状

況 
四大 １６１人 短大 １７人 専門 ９５人 就職 ４０人 その他 ３人 

傾

向 

・大学･短大が約６割、専門学校と合わせて進学率８６％。 

・４大指定校推薦枠は 100 を超える大学で 500 名分以上。多くの生徒が推薦入学で進学｡ 

・普通科､体育科とも､体育・ｽﾎﾟｰﾂ系、看護・医療系（主に看護師･理学･作業療法士､柔道

整復師等)､教育・保育系（教員･保育士）の分野に進学する生徒が多い（全体の３割）。 

・毎年２桁の公務員試験合格（主に警察、消防、自衛隊）。 

・心身ともに健康で礼儀正しく、進路先での評価が高い。 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

 目的意識と集中力をもって、勉学と体育・スポーツ・文化活動に励む生徒 

 正義感あふれる心身ともに健康な生徒 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

（「埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜基準」が別ウインドウで開きます） 

 

（ツイッター） 

（ホームページ） 

https://oh-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


１ 進路希望実現１００％

２ 部活動実績､目標の達成

３ 正義感溢れ心身ともに健康

１年生

２年生

３年生

全分野に
対応した
段階的な

進路指導体制

■『自分を知り、自分自身
の生き方を考える』

○学習ガイダンス ○NOLTY手帳説明会
○スタディサポート○学校･文化施設見学会
○学びの基礎診断対応の実力テスト
○漢検全員受験 ○夢ナビプログラム

■『早期の進路決定と、
適切で効率的な進路対策』

○各種進路説明会
推薦･一般･看護医療･公務員･就職
○進路フェスタ(大学･専門学校等約100校）
○丁寧な個別指導
志望理由書･小論文･面接ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ･講演会
○外部講師による面接指導(就職･公務員)
○一般受験希望者向け外部模試･受験校指導

特色ある行事・施設など

人間づくりを重視した部活動

体験・交流・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

■『自分の適性と具体的な
進路先を結びつける』

○進路分野別ガイダンス(大学等約30校)
○実力テスト ○スタディサポート
○大学･専門学校等見学会 ○小論文模試･講演会
○大学･公務員･看護医療模試
○大学教授等模擬授業 ○分野別進路説明会

○全校生徒の自校体操 ○縦割り団活動
○体育祭：男子組体操・女子集団演技

体育科集団行動
○体育科実習：スクーバ・スキー・スケート
○青龍祭：生物･美術部が新聞掲載
○体力向上優良校 ○スポーツ医学検定
○ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ２室完備 ○体育館２棟
○５０ｍプール ○専用野球場 ○合宿所完備

○放課後も食堂利用可

○部活動加入９割
○全国大会出場経験17部
○トレーニング室完備
○外部指導員の配置
○文化部の地域交流
吹奏楽･茶道･生物･軽音楽

○連携大学との交流(女子栄養大･平成国際大)
○地元小学校との交流(授業補助･演技発表)
○地元病院での交流ボランティア（体育科）
○老人施設慰問(茶道･吹奏楽部）
○公民館との交流(ソング･吹奏楽･軽音楽部)
○綾瀬川の清掃活動(年３回)
埼玉県川の国応援団表彰を受賞
○地域自治会への情報発信

○自転車マナーアップ推進校

東高生３年後の目標

リオｵﾘﾝﾋﾟｯｸ銅ﾒﾀﾞﾘｽﾄ
奥原 希望先輩

個々の目標
達成を目指して

ホップ・ステップ・ジャンプ

自主学習定着による学力向上

○始業前１０分間の朝学習
○文系と理系の類型選択
○授業公開週間の実施 ○自習室開設
○少人数授業有り ○学力テスト対抗戦
○学年・部活単位での考査前補習
○成績上位者の掲示 ○新聞活用学習

文
武
両
道

令和2年度 埼玉県立大宮東高等学校 創立41年目
安全・安心な環境の下、文武両道を旨とし、正義感溢れる心身ともに健康な生徒を育てる学校

本県唯一の普通科と体育科の併設校
自校体操・挨拶・礼儀・整容が自慢

生徒数 ９８５名（男６２３ 女３６２） R2,4,8時点

【普通科744】(男456女288) 【体育科241】(男167女74)

令和元年度

進路状況

ﾂｲｯﾀｰＨ Ｐ


