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Sendai Ikuei Gakuen DP Admissions Policy

1. Sendai Ikuei Gakuen DP 

One of Sendai Ikuei Gakuen High School’s educational goals is to guide and nurture 
its students to become internationally-minded citizens. The adoption of the ideas and 
philosophy of the IB mission statement and student profile within our school community 
contributes to achieving this goal. The school’s Diploma Programme is based in the Foreign 
Language Course (FLC) on the Tagajo campus and the Shukoh Course on the Miyagino 
campus. Application to the Diploma Programme (DP)  is open to all first-year students across 
the school.  
    Sendai Ikuei Gakuen is a private high school that draws students not only from Sendai city, 
but also from other areas of Miyagi and surrounding prefectures. Students are admitted to the 
school through a recommendation entrance examination, and a regular entrance examination 
process. The recommendation entrance examination is held in mid-January. Regular entrance 
examination is held twice, the first entrance examination and the second entrance 
examination. The school finishes the application and acceptance process by March 15. 
 
   The school holds 'Open Campus' events six times a year. The date and schedule of the 

public meeting is announced online and through invitations sent to every junior high school 
throughout Miyagi prefecture. On the homepage there is a section introducing the IB mission 
statement and student profile. During the Open Campus meetings the school explains to the 
students and their parents/guardians about the DP and conducts a demonstration lesson that 
is similar to a lesson in the DP.  

 

仙台育英学園高等学校 DP入学方針 

 

1. 仙台育英学園高等学校 DP 

仙台育英学園（以下、学園）の設置校である仙台育英学園高等学校と秀光中等教育学校の

教育目標の一つに「国際的な視野を持ったグローバルシチズンの育成」があるが、IB の使

命や学習者像、理念は、この教育目標実現に大いに寄与するものである｡学園の DP は、仙

台育英学園高等学校の秀光コース（宮城野校舎）と外国語コース（多賀城校舎）に設置され、

同一のプログラムに基づいて実施されている｡学園のすべての第１年次在学生は DP に入学

することが可能であり、またどちらの校舎への入学も認められる。 

 

学園は私立の高等学校であり、仙台市及びその周辺にとどまらず、宮城県内外から生徒が

入学する。入学試験には、1 月半ばに実施される推薦入試と、2 月に実施される一般入試が

あるが、一般入試は A 日程と B 日程の 2 回実施され、学校が定める期限までに入学手続き

を終了しなければならない。 

 

 学園では、オープンスクールを開催している。日程や内容はホームページ（HP）等で公表

しているほか、県内すべての中学校に文書で案内している。HP には IB の使命や学習者像

が掲載されており、また、オープンスクールの中で、中学生や保護者に向けて DP プログラ

ムの紹介や DP プログラムと同様の形態での模擬授業を行って広報及び啓発に努めている。 



 

仙台育英学園・秀光中等教育学校 入学の方針 

Sendai Ikuei Gakuen / Shukoh Middle School IB Admission Policy 

2 

 

 

2. Application 

2-1. Foreign Language Course 

The first-year FLC students interested in applying for the DP, take part in once a week 'IB club' 
events, in which they are introduced to the IB philosophy, core, teaching and learning, and the 
Learner Profile. Applications for the DP are submitted in December and the DP trial period 
takes place between January and March. After trial period assessment, students meet with 
teachers to discuss the feasibility of continuing in the Diploma Program. Those students who 
do not wish to continue in the Diploma Program return to their original class.  

 

2. 入学について 

2-1. 外国語コース 

 外国語コースの第 1年次生徒は、週 1回実施される IB部活に参加し、その中で IB の理念やコ

ア科目、指導と学習、学習者像などについての理解を深める。IB志願者によるトライアル受講

申請は 12月に行われ、志願者は 1月から 3月までトライアル授業を体験して評価を受けるが、

その後の担当教員との面談の中で、IBプログラムを続けることが可能かどうか判断される。継

続を希望しない場合、生徒は元のコースに戻ることができる｡ 

 

2-2.  Shukoh Course 

Students studying in the Shukoh Course proceed directly into the DP following the completion 
of the Middle Years Programme (MYP), beginning with a three month “trial period” from 
January, after which students have the option of transferring into a non-IB course.  

 

2-2. 秀光コース 

秀光コースの第 1年次生徒は、秀光中等教育学校での MYP 学習経験があるためその多くは

DP に進むことになる。ただし、1 月から 3 月までのトライアル期間において自分が適してい

ないと判断した場合、他のコースに転コースすることが可能である。 

 

2-3. Transfer from other courses 

Sendai Ikuei Gakuen currently has seven courses and students belonging to non-IB courses 
can apply for the DP course in their first year of high school, but upon acceptance must transfer 
to the FLC or Shukoh course. Some exceptions to the application timeline can be made to 
accommodate students in certain circumstances, such as transferring international students 
or students undergoing issues with health or family. 
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2-3. 他コースから DPを入学する場合 

学園には 7つのコースがあり、どのコースの第 1年次生徒でも DPに入学することができ

るが、受講する場合は外国語コースまたは秀光コースに転コースすることになる。留学生

や、経済的・家庭的な問題を抱えている生徒など、特別な配慮が必要な生徒の場合は、当該

生徒の不利益にならないよう選抜等の日程を変更することがある。 
 

2-4. Application Form  

The applicant is to complete the application form, sign it along with his or her parent/guardian 
and submit it with other necessary documents to their homeroom teacher by the stipulated 
due date. The homeroom teacher will then submit the form to the Diploma Programme 
Coordinator. The student’s homeroom teacher is consulted regarding applicants’ grades, 
motivation and attitude.  

 

2-4. 申請書について 
志願者は所定の申請書に署名捺印し、他の必要書類を添えて担任に提出する。担任はそれ

らを DPコーディネーターに提出するが、その際、志願生徒の学習成績や意欲、態度などに

ついて協議を行う 

2-5. Application Timeline 

April-May DP Information session 

June Begin attending IB club (FLC only) 

October Information session for students and parents 

December Application for trial period 

January-
March 

DP trial period 

March Teacher-Student interviews 

 

2-5. 入学スケジュール 

4月から 5月 DP説明会実施 

6月 IB部活参加開始(外国語コースのみ) 

10月 生徒･保護者対象説明会 

12月 トライアルの申請期間 

1～3月 DPトライアル授業期間 

3月 生徒との面談 

 

2-6. Selection   

 
Selection shall be based on the following criteria. 
 

1. Have a firm intention to obtain the Diploma, a strong desire to enter a domestic or 
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overseas university (in the case of DLDP) or an overseas or domestic university (in the 
case of ELDP) 

2. The equivalent of B1 level of English the CEFR for the DLDP, (e.g. The ELDP requires 
a minimum of B2 of the CEFR (eg. Eiken level 2 or higher). 

3. The student must have no more than five days of absence, and no more than three 
times being late or leaving early from school. 

4. No 1's or 2's in any subject area during the first year. 
5. Have a grade point average of 4 or higher in mathematics, Japanese, science, and 

English during their first year of study. In addition, the student should have a Grade 
Point Average (GTZ) of "B" or better on the first year's Study Support assessment 
(GTZ). 

6. Must be enrolled in the trial period. 
7. Must have a B or higher on both the essay and interview assessments. 
8. The student's grades during the trial period (DLDP and ELDP) do not include any of 

the following:  
i. A 1 for Academic performance or engagement 

ii. Two grades of less than 3 for academic performance or engagement a subject 
area. 

iii. Two or more '2's for engagement. 
iv. Three or more 2's in academic performance. 

9. Students should have no deficiencies in subjects other than the DLDP and ELDP 
subjects they have taken. At the end of the trial period, students will be assessed in 
each subject area and will be asked to complete an essay explaining why they are 
applying to the DP and will be interviewed about their achievement (attitude and 
academic performance) during the trial period. 

 
Students who underperform academically and/or exhibit a poor attitude/motivation in the trial 
receive guidance in consultation with their homeroom teacher as to the feasibility of continuing 
in the DP. 

 
Appendix 1 

 C B A 

Essay Sentences are 
difficult to 
understand. 

Sentences are 
comprehensible, but 
content is 
insufficient. 

Sentences are clear 
and content is 
sufficient. 

Interview Questions are 
answered without 
being understood, 
answers are not 
understood. 

Questions are 
understood, but not 
answered 
appropriately. 

Questions are 
understood and 
answered 
appropriately. 

 

2-6. 生徒選抜 

 次の 1から 9の条件を総合的に勘案して選抜するものとする。 

1. DPを取得する意思が堅固であり、国内難関大学や海外大学（DLDPの場合）、海外

難関大学や国内大学（ELDPの場合）への進学を強く志していること。 

2. DLDPにおいては CEFRの B1相当（例．英語検定準 2級）以上の英語能力を有して

いること。ELDPにおいては CEFRの B2相当（例．英語検定 2級）以上の英語能力
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を有していること 

3. 第 1年次における欠席が学年 5日以内、遅刻、早退がそれぞれ 3回以内であること

が望ましい。 

4. 第 1年次における教科目の評定に「1」および「2」が無いこと。 

5. 第 1年次の数学・国語・理科・英語の評定平均値が概ね 4以上であること。また、

1年次のスタディーサポートの評価（GTZ）が B以上であることが望ましい。 

6. トライアル授業を受講していること。 

7. エッセイ、面接の評価がどちらもＢ以上であること。 

8. トライアル期間中の DLDP・ELDP評定が以下の場合は選抜から外れる。 

① academic performance （学業成績）または engagement（授業に関わる姿勢）

に「1」がある。 

➁ academic performance （学業成績）に「2」があり、かつその科目の

engagement（授業に関わる姿勢）が「3」以下である。 

③ engagement（授業に関わる姿勢）に「2」が二つ以上ある。 

④ academic performance （学業成績）に「2」が三つ以上ある。 

9. 受講した DLDP・ELDP 教科目以外の科目に欠点がないこと。トライアル期間終了後

生徒は教科毎に評価され､DPを入学する理由を述べたエッセイを完成させる｡トライ

アル期間中の達成度（態度と学力）に関して面接を受ける｡ 

トライアル期間中、学力面で基準を満たさない、あるいは学習意欲や態度が好ましくなか

った生徒は、DP継続の可否について担任と相談、または担任からの指導を受ける。 

 

付録 1 

 C B A 

エッセイ 文章の意味が理解し

がたい 

文章の意味は分かる

が、内容が不十分で

ある 

文章の意味が明確で

あり、内容も説得力

がある 

面接 質問の意味を理解で

きず、回答も意味を

なしていない 

質問内容は理解でき

るが、適切に回答し

ているとは言いがた

い 

質問内容を的確に理

解し、回答も適切で

ある 

             

3. Fee Structure 

    Individual expenses such as DP examination fees, textbooks and certain other materials 
such as scientific calculators or art supplies are incurred by the students. The total of the 
expense varies from year to year according to the prices set by the IB. All other costs involved 
with the DP shall be borne by the school.       

 
 

3. 費用について 

DP 登録費、コア経費、教科書、関数電卓、美術で使用する画材や用具など、個人が学習に

使用する物品は、受益者負担の原則により生徒が負担する。個人経費の総額は IB の設定価

格によるが、その年によって異なる。DP学習全体に係る経費は学園が負担する。 
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4. Policy Review 

    This policy was initially written and developed in October of 2014. It is recognized that this 
policy is a ‘living document’ and is to be verified by the DP Coordinator and Pedagogical 
Leadership Team (PLT) with full support from school administration. The policy is to be 
evaluated and reviewed on an annual basis by a steering committee that includes, but is not 
limited to, the DP Coordinator and members of the PLT,  before final approval by the Principal.   
 

 

4. 方針の見直し 

 

本方針は、2014年 10月に作成され、学校管理者の全面的なサポートを得て、DPコーディ

ネーター及び運営委員会（PLT）により認定された。さらに、DP コーディネーター及び PLT

メンバーを含む運営委員会において毎年検証され、見直しと改善を経て、最終的に校長決裁

を受けて成立する。 
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5. Appendix / 付録（トライアル成績表） 

 
 

 
 
 
 


