
2018 大学入試  推薦入試・AO 入試で現役合格した 6 人からのメッセージ
東北大学 
工学部 機械知能 ･航空工
学科に現役合格
平成 30年 3月特別進学コース卒
千葉 くん 
岩沼西中出身
　学校の中でできることは全て
利用しようと、講習は受験に関
係ある科目は全て受講。忙しく
も充実した 3年間でした。

岩手大学 
理工学部 システム創成工
学科に現役合格
平成 30年 3月特別進学コース卒
中島 くん　
米山中出身
　勉強とライフル射撃部とを両
立。先生方には面接練習に何度
も付き合っていただいたので緊
張せず本番に臨めました。

学習院大学 
文学部 英語英米文化学科
に現役合格
平成 30年 3月外国語コース卒
土屋 さん　
宮城野中出身
　先生が英語で講義し、生徒も
英語でプレゼンテーションする
授業で、ヒアリングとスピーキ
ングが鍛えられました。

同志社大学 
法学部 政治学科
に現役合格
平成 30年 3月英進進学コース卒
須藤 くん
郡山中出身
　柔道の厳しい練習の合間に英
単語を覚え、家では片っ端から
読書。部活と勉強に目一杯打ち
込んだ有意義な 3年間でした。

東洋大学 
情報連携学部 情報連携
学科に現役合格
平成 30年 3月情報科学コース卒
東海林 くん　
広瀬中出身
　カリキュラムで、これほど資
格試験対策が充実した高校はあ
りません。人工知能など最先端
IT 技術への夢が膨らみました。

弘前大学 
人文社会科学部 文化創成
課程に現役合格
平成 30年 3月英進進学コース卒
阿部 さん 
高崎中出身
　インターアクト部や生徒会活
動で学園生活を充実させまし
た。活動は面接でアピール。大
きな強みになりました。

International Baccalaureate

国際バカロレア第2期生、今年も難関を突破 !!
デュアルランゲージ・プログラムで、今年も受講生徒が IB 資格を取得しました！

英語だけでなく日本語も活用した
デュアルランゲージ・プログラムで
IB資格に挑戦 !
　本校は 2015 年 2月に国際バカロレア ディプロマ プロ
グラム（IBDP）の認定校になり、世界に 4,800 を超える IB
ワールドスクール（IB認定校）の仲間入りをしました。IBは、
スイス・ジュネーブに本部を置く国際的教育機関。IB機構が
設定しているプログラムを修了し、国際バカロレア資格を取
得すると、世界中の大学への入学資格を得られます。本校は
英語だけでなく日本語も活用した「デュアルランゲージ プロ
グラム」でのDPを導入しています。資格を取得した生徒は、
これまで、お茶の水女子大、上智大、立教大、法政大、立命館
大などに合格・進学しています。

IB資格を取得した IBクラス第2期生
左から菊地さん（2018年4月から法政大学に進学予定）
成（ソン）くん（韓国からの留学生・北海道大学に合格）

宮城野校舎　〒 983-0045   宮城県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   宮城県多賀城市高橋五丁目 6-1　Tel. 022-368-4111
https://www.sendaiikuei.ed.jp

■入試広報部
Tel. 022-368-3718   Fax. 022-385-5024

IB World School

Sendai Ikuei Gakuen
since 1905

2018 就職 内定状況 　2018年も 就職希望者の内定率100％ を達成!! 

推薦・AO入試に続き、一般入試合格者からの報告も続々届いています !!
2018 大学入試 大学合格状況  仙台育英学園高等学校 合格者数 586人　 《2018年 2月 27日 現在》

東北大学 4  北海道大学 1  山形大学 4  早稲田大学 4  上智大学 1  明治大学 3
立教大学 4  中央大学 5  法政大学 6  学習院大学 2  同志社大学 6  立命館大学 3
山口大学 1  弘前大学 2  岩手大学 １  都留文科大学 1  宮城大学 1  東京理科大学 ２  東洋大学 9  
岩手医科大学 6  東北学院大学 102  東北福祉大学 44  東北工業大学 38  東北文化学園大学 25
東北医科薬科大学 8  宮城学院女子大学 15  尚絅学院大学 20  石巻専修大学 14  仙台大学 12 / 他
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■第1回 Open Campus in 宮城野 6月23日（土） ■第2回 Open Campus in 宮城野 7月7日（土） 
■第3回 Open Campus in 宮城野 7月14日（土） ■第4回 Open Campus in 宮城野 7月21日（土） 
■第5回 Open Campus in 多賀城 10月6日（土） ■第6回 Open Campus in 多賀城 10月7日（日） 
＊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、本学園のホームページ https://www.sendaiikuei.ed.jp でご確認ください。
＊参加ご希望の方は学園のホームページ、または 仙台育英学園高等学校 入試広報部 Tel. 022-368-3718 まで。

2018年６月以降、学校見学会 および 入学・入試に関する 個別相談会 を実施
Information
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、土曜日に随時実施します。
＊参加ご希望の場合、事前に電話でのご連絡をお願いいたします。 ＊詳細は、本学園ホームページで。または入試広報部にご連絡ください。

1回利用 200円（一部遠隔地300円）

10 枚つづりの回数券を購入して、
乗りたいときにのみ利用できて経済的 !!
■七ヶ浜ライン　■あすと長町ライン　■美田園ライン　
■利府ライン　■佐沼・登米シャトル　
■黒川・富谷シャトル　■石巻 Aシャトル　
■石巻 Bシャトル　■古川シャトル　
■住吉台・鶴ヶ谷シャトル　
■高森・向陽台シャトル　
■岩沼シャトル　
■吉成・長命ヶ丘シャトル　
■川崎シャトル　
■折立・八木山シャトル　
■国府ライン
　 
　　＊宮城野・多賀城両校舎を起点として、
　　　近距離のコースをライン、中・長距離のコースをシャトルとしています。

　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、麺類など、
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。

学食 ローズホール&レオホール
学食で、美味しいランチを
お腹いっぱい食べよう!!

毎日の通学が安心で快適に!! 
通学用シャトルバス

ローズホール【宮城野校舎】 レオホール【多賀城校舎】

2018  仙台育英学園高等学校  オープンキャンパス

本校は東北で唯一の国際バカロレア【IBDP】認定校です。 2018  Sendai Ikuei Gakuen High School  　　　　　　　　　　OPEN CAMPUS参加するともらえる
仙台育英オリジナル
グッズもカワイイ！

Facebook
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本校は東北で唯一の
国際バカロレア【IBDP】認定校です。

学校法人 仙台育英学園

【2018 年 3月時点】　



特別進学コース

 Voice 2 スキー・スノーボード教室
初心者も経験者も楽しく
雪山を楽しめます
菅原くん　特別進学コース 2年
中野中出身
　スキー ･スノーボード教室は経験者の人はもちろ
ん、インストラクターがつき、自由に楽しむことが
できます。初心者でも、スキー場のマナーから、ボー
ドの名称、乗り方まで教えてもらえます。

 Voice 3 充実した IT 教育
先生の丁寧な指導と
恵まれた環境で学べます
髙橋くん　情報科学コース 3年
広瀬中出身
　入学したての頃はパソコンの知識はほとんどな
く、授業についていけるか心配でしたが、充実した
学習環境のおかげで、情報処理検定、MOS 試験な
どの資格を取得することができました。

 Voice 4 日本伝統文化【華道】
外国の方と交流を図る時の
きっかけづくりにも最適
咲山さん　外国語コース 2年
岩切中出身
　華道の授業では花の生け方を一から学べます。
日本独自の文化として世界中に知られている華道
を学んでおくと、海外留学した際などに披露して
交流を図るきっかけを作ることもできます。

 Voice 5 海外研修【韓国研修旅行】
異文化を体験して、改めて
日本文化を見直しました
千葉さん　英進進学コース 3年
東華中出身
　韓国の様々な名所を巡り、さらに自主研修では、
生徒自ら考えた行程表をもとに現地の学生さんとソ
ウル市内を散策しました。言葉の壁も交流を通して
無くなり、有意義な時間を過ごせました。

 Voice 6 部活動（女子サッカー）
高い意識を持って毎日の
学校生活を楽しんでいます
齊藤さん　英進進学コース 2年
長町中出身
　練習だけでは良い選手、強いチームにはなれませ
ん。女子サッカー部は謙虚・感謝・努力の三本柱を
テーマとして、サッカー以外の生活面でも高い意識
を持って毎日の学校生活を楽しんでいます。
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 Voice 7 部活動（ラグビー）
最高の仲間と共に練習し、
精神的にも強くなりました
今野くん　フレックスコース 2年
郡山中出身
　ラグビーを始めたのは高校から。不安なことが
たくさんありました。しかし、仲間がいたから、
苦しい練習を乗り越えられたと思います。練習を
重ねていくことで精神面が強くなりました。

 Voice 8 自由な科目選択
興味のある科目を専門的に
学べるので夢に近づけます
千葉さん　技能開発コース 2年
塩竈第一中出身
　技能開発コースに入学した目的は、独自の学校設
定科目があったからです。現在、基礎メイクアップ
講座を受講しています。「たくさんの女性をきれい
にする」という夢に向かって頑張っています。

 Voice 9 シャトルバス
待ち時間や乗車中は有効に
勉強に充てて使っています
吉田さん　技能開発コース 1年
大郷中出身
　朝夕の通学のためのシャトルバスが運行されてい
ます。家から学校が遠い人でも、とても便利に利用
できます。私は待ち時間や乗車中に勉強をしたり読
書をして、有効に使っています。

 Voice 1 サイエンス・コ・ラボ
東北大学の先生方から
直接指導が受けられます
酒井くん　特別進学コース 1年
長町中出身
　「サイエンス・コ・ラボ」では東北大学の教授、
学生の方々による直接指導で、ハイレベルな実験
や実習が行われます。難しい内容ですが、親切に
教えてくださるので有意義な時間を過ごせます。

目標は難関大学への現役合格！ 朝や放課後の学習会、宿泊
研修『プラン 2000』、理科実験講座『サイエンス・コ・ラボ』
や ICT 教育システム『Classi』『TAP（特進アクティブ・プログラム）』
など、豊富な学習機会を通して難関突破の実力を養成します。

難関大学を現役突破する
ための実力を養成！

特別進学コース１年
淀川くん（富谷第二中出身）

　クラスのみんなは、勉強への
意識が高く、自分もその勢いに
引っ張られています。行事にも
全力で取り組み、合唱コンクー
ルでは早朝や放課後にみんなで
集まって練習。本番で最優秀賞
　に選ばれました！

IT 関連の専門知識や技術を学び、マイクロソフト オフィス ス
ペシャリストなどの情報処理のグローバルライセンスに挑戦！
普通教科の授業でもタブレットパソコン（Surface）を利用し
ます。アプリケーション作成のためのプログラミング授業も。

専門的なIT 関連の知識
や技術を習得しよう

ネイティブの先生による英語の授業、第二外国語としてのスペ
イン語、中国語、韓国語。日本伝統文化に触れる茶道、華道。
東北初の IBDP（国際バカロレア ディプロマ プログラム）認定校として、
１年次から英語での「イマージョン授業」も実施。

実践的な語学力を磨いて
国際社会へ羽ばたこう

一人ひとりの個性や志望、習熟度に応じたクラス、希望の進路
にそった系、難関大学をめざす特別選抜クラス、1学年での公
文英語（特別選抜クラスはe - ラーニング）の履修…。3年間
で実力を磨いて、志望大学への現役合格を実現します。

基礎力を強化する授業で
志望大学に現役合格！

部活動に打ち込みながら大学を目指す生徒を、独自のカリキュ
ラムで全面的にサポート。3年間部活動に専念することで、推
薦入試およびAO入試に対応できる実力と実績が身に付きま
す。スポーツ推薦等で進学する先輩たちもいます。

独自のカリキュラムで
文武両道を実現します！

就職・専門学校・大学に対応します。大学進学希望者には受験
対策講座、専門学校・就職希望者には自動車整備技術、パティ
シエ＆ベーカリー、トリマー、幼児保育基礎などの専門的な科目を
用意。充実した就職活動支援で、就職率は男女ともに100%!!

希望の進路に応じた
専門的技能が学べます

外 国 語 コース フレックスコース

情報科学コース 英進進学コース 技能開発コース

宮城野校舎 多賀城校舎 多賀城校舎

宮城野校舎 多賀城校舎 多賀城校舎

君が求めている “ 未来 ” がかならず見つかる！   仙台育英で夢を実現しよう ! !

情報科学コース１年
三好さん（六郷中出身）

　Surface は入学して初めて
触れましたが、今はタイピング
もかなり上達し、情報処理検定
も取得できました。ビームライ
フル射撃部に入部し、全国大会
にも出場予定。新しいことに
　挑戦し続けています！

　世界で活躍するプロゴルファー
になるのが夢です。そのため、
英語力が身につく外国語コース
を選びました。ハワイでの研修
は勉強の成果を試す絶好のチャ
ンス。現地の人との交流で、
　自信がつきました。

外国語コース１年
南澤さん（上杉山中出身）

　

英進進学コース１年
芳賀くん（幸町中出身）

　サッカーで結果を残し、
進学したいと考えています。
サッカー部は今、絶好調。
優勝を目指すメンバーの
一員になれるよう、そして、
将来は日本代表という目標
に向かって、日々練習して
　います。

　いろいろな夢を持っている
人が集まっているので刺激が
あります。卒業後は公務員を
考えていますが、今はバレー
ボールに集中。チームワーク
でボールを繋ぎ、最後に決め
　たときの快感が好きです。

フレックスコース１年
阿部くん（八乙女中出身）

技能開発コース１年
尾前さん（蒲町中出身）

　お菓子作りと、作ったお菓
子を食べる人の笑顔を見るの
が大好き !  2 年生からの学校
設定科目では「パティシエ＆
ベーカリー講座」を選択す
る予定です。専門学校に
進学してパティシエをめざし
　ます！


