
オープンキャンパスで仙台育英の
学園生活を体験しよう !!
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＊第１回から第４回までは宮城野校舎を会場に実施。第５回と第６回
　オープンキャンパスは【育英祭】にて多賀城校舎で開催します。
＊開催内容の詳細は、本学園ホームページでご確認ください。

会場では楽しいこと、たくさん待っています!!
学校見学会 および  個別相談会

6月以降、毎週土曜日に実施
学校見学会 および 入学・入試に関する 個別相談会を実施
仙台育英学園高等学校の学校見学会および入学・入試に関する個別相談会を
6月以降、毎週土曜日に実施します。
＊詳細は、本学園のホームページ http://www.sendaiikuei.ed.jp でご確認
ください。または 入試広報部 Tel. 022-368-3718 にご連絡ください。

 平成 30 年 仙台育英学園高等学校 入試について

 推 薦 入 試  一 般 入 試  二次入試
 1 月 10日【水】
●特待生採用選考
　  【専願】
　  全コース
●自己推薦選考
特別進学コースを
除くコース

 1 月 24日【水】
  ●併願
　  全コース
  ●専願
特別進学コースを
除くコース　

 1 月 26日【金】
  ●併願
　  全コース

実施の詳細
決定後お知
らせします。

Information

第1回 Open Campus in 宮城野  6月24日（土） 
第2回 Open Campus in 宮城野  7月08日（土） 
第3回 Open Campus in 宮城野  7月15日（土） 
第4回 Open Campus in 宮城野  7月22日（土） 
第5回 Open Campus in 多賀城  10月7日（土） 
第6回 Open Campus in 多賀城  10月8日（日） 

宮城野校舎 / 〒 983-0045 仙台市宮城野区宮城野二丁目 4-1　
Tel. 022-256-4141

多賀城校舎 / 〒 985-0853 多賀城市高橋五丁目 6-1　
Tel. 022-368-4111

学校法人 仙台育英学園

入試広報部 / Tel. 022-368-3718   
　　　　　Fax. 022-385-5024
http://www.sendaiikuei.ed.jp

IB World School

2017 Sendai Ikuei Gakuen High School  Open Campus

参加ご希望の方は、本学園ホームページ、
http://www.sendaiikuei.ed.jp または仙台育英学園高等学校 
入試広報部 Tel. 022-368-3718 まで。

＊昨年（2016 年）の様子

http://www.sendaiikuei.ed.jp

IB World School

仙台育英学園
高等学校

本校は、
東北で唯一の

国際バカロレア【IB】
認定校です。

2017
/2018

▲ 2017年春からスタートした特別進学コースの探究型学習
　 『TAP』（特進アクティブ・プログラム）の授業風景
　 【宮城野校舎「南冥ミーティングルーム」で】

2017 オープンキャンパス開催!!
OPEN CAMPUS 2017

in Miyagino ６/24【土】   7/8【土】  15【土】  22【土】
in Tagajo 10/7 【土】  8 【日】



 学食 ローズホール&レオホール

特別進学 コース【男女】

　目標は難関大学への現役合格！理科実験
講座や宿泊研修、ICT 教育システム『Classi』
『TAP』など豊富な学習機会で実力を磨きます。

豊富な学習機会で難関突破
のための実力を養成します

Tagajo CampusMiyagino Campus 2017年も100 %の就職率を達成!!

 2017年度 大学入試 合格者数と合格大学【一部抜粋】 
●国公立大学　東北大 6、筑波大 1、お茶の水女子大 1、
横浜国立大 2、岩手大 1、宮城教育大 6、山形大 8、福島大 6、
宮城大 10、会津大 1、福島県立医科大 2 /  他
●所管外大学校　防衛医科大学校  1 / 他
●私立大学　慶應義塾大 2、早稲田大 6、上智大 2、明治大 4、
青山学院大 2、立教大 4、中央大 8、法政大12、東京理科大 9、
津田塾大 1、同志社大 4、立命館大 6、岩手医科大 3、東北学院大 
157、東北福祉大 42、東北工業大46、 東北医科薬科大 11、
東北文化学園大 30 、宮城学院女子大 20、尚絅学院大 19 / 他

2017 年度大学入試 合格者総数  768人 
＊延べ合格者 768 人　実合格者 580 人

就職状況 2017

大学進学状況 2017

　宮城野校舎のローズホールは広々とした大食堂。
日替わりのどんぶりもの、定食など、ボリューム満点の安くて美味
しいメニューが並びます。多賀城校舎には、学食のレオホールのほ
かに仙台育英生のためのコンビニもあります。

みんな大好き、学食!!

“ 逆転の仙台育英 ”で君の夢を実現させよう !!
充実度満点の
学園生活が
待ってるよ !!

  ローズホール【宮城野校舎】 レオホール【多賀城校舎】

　最新設備が整った宮城野校舎で専門的
な IT関連の知識や技術を学び情報処理のグ
ローバルライセンスに挑戦します。

情報処理の資格を取得して
志望の大学や専門学校へ！

情報科学 コース【男女】

　ネイティブの先生による英語の授業で生
きた英語を強化。英語での平常授業「イマー
ジョン授業」や、ハワイへの語学研修も。

語学力を磨いて国際的な
知性と感性を育てます

外国語 コース【女子】

　部活動に集中できるカリキュラムで、学
習と部活動の両立を実現します。スポーツ
推薦など推薦・AO入試で進学！

全国大会をめざしながら
大学へ！文武両道を実現 !

フレックス コース【男女】

　大学・専門学校・就職に対応します。受
験科目講座、就職支援講座のほか、パティ
シエ、トリマーなどの専門的な講座も。

希望の進路につながる
専門的な講座が選べます

技能開発 コース【男女】

　1年生時に基礎力を徹底的に定着させて、
大学進学のための学力を養成。難関大学を
めざす『特別選抜クラス』もあります。

実践的な授業で学力アップ、
大学に現役進学しよう！

英進進学 コース【男女】

 多賀城校舎  Language, Sports & International Education 宮城野校舎  Language, Music & Science
Welcome To Sendai Ikuei Gakuen High School

国際バカロレア第1期生から3名が資格を取得 !!
　本校は 2015 年、東北で唯一の
国際バカロレア認定校となり、世界
の IBワールドスクール（IB認定校）
に仲間入りしました。
 外国語コース IB クラスで 2年間、
DP（ディプロマ プログラム）を学
んだ第 1期生から 3人が、国際バ
カロレア資格を取得。3人はそれぞ
れ、お茶の水女子大学、上智大学、
立教大学に進学しました。

情報科学コース、
すべての授業を
1人 1台の
タブレットパソコンで
　情報科学コースでは、この春から
タッチペンが使えるキーボード付き
タブレットパソコン (Surface）で
の授業がスタート！Word、Excel
等で文書を作成し、Wi-Fi を通して
共同作業もでき、ペンタッチを活用
すればすべての授業でのノート作り
もこれ1台でOK。毎日の授業のか
たちが大きく変わりました。

Topics 2017


