SENDAI IKUEI GAKUEN since 1905/ Sincerity, Confidence, Responsibility and Determination

宮城野校舎

Special University Preparatory Course

特別進学コース

徹底した学習指導で、志望する
国公立大、難関私立大に現役合格！

SENDAI IKUEI

特別進学コース 4 つのポイント

1
2

2019/2020

仲間たちと一緒に
志望の難関大学を
目指そう！

東京大学、東北大学、国公立大学医学部をはじめとする難関大学
への現役合格を目標に、徹底した指導を行います。
習熟度と進路に応じたクラス編制、朝の補講、放課後学習会、
「PLAN
2000」での宿泊学習、長期休業中の特別授業等を実施します。

3

教科授業や総合学習の時間に『特進アクティブ・プログラム（TAP）
』

4

インターネットを利用した英会話プログラムや東北大学の支援を

を組み入れ、探究力や思考力、プレゼンテーション能力を養成。

受けての「サイエンス・コ・ラボ」など特色ある活動も。

ICT 環境

Weblio

充実した設備の中で
勉強することができます

リアルタイムで話すことで
自信がついてきました

宮城野校舎のオークルーム（自習室）はとてもきれい
で、英語の授業等は電子黒板を使って学習します。よさ
こいチームへの参加や医療現場の訪問など学校での経験
を活かして、医学部への大学進学を目指しています。

毎週オンラインでネイティブの先生と 25 分間話しま
す。うまく英語で話せるか緊張していたのですが日本好
きの先生とフリートークで話が弾んだり、楽しい時間を
過ごしています。スピーキングに自信がついてきました。

酒井くん ３年 【長町中出身】

逆転 の仙台育英 !!

学校法人 仙台育英学園

学園生活

IB World School
仙台育英学園高等学校は
東北で唯一の
国際バカロレア【 D P 】
認定校です

齋藤さん ２年 【中野中出身】

高校生活を彩る楽しい行事が盛りだくさん !!

365 Days of Sendai Ikuei Gakuen High School

スプリングチャレンジ

在卒懇（在校生と卒業生との懇談会） 高総体

スポーツ応援

育英祭

●２

海外研修旅行【ハワイ】

オープンキャンパス

スキー・スノーボード教室

多賀城校舎

Foreign Language Course

外 国 語 コース

多賀城校舎

Personal Advancement Course

英進進学 コース

語学力を磨き、国際社会へ
羽ばたくための基盤をつくります

一人ひとりの学力、能力、適性を
伸ばして志望の大学に現役進学 !!

外国人の先生や
海外からの留学生たちと
親しくなれる環境です！

外 国 語コース 4 つのポイント

1
2
3
4

英進進学コース 4 つのポイント

1

豊富な英語授業、外国人の先生による英会話の授業で語学力を強
化。TOEFL や英検等の資格取得も全面的にサポート！
第二外国語（中国語、韓国語、スペイン語）の学習、海外語学研修、
海外留学等で国際的視野を広げます。茶道・華道の授業も。

勉強に！ 部活に！
文武両道で頑張る
先輩たちもたくさん！

IBDP（国際バカロレア ディプロマ プログラム）認定校として、2
年生時から 2 年間受講できる IBDP クラスを設置しています。
大学進学を念頭におきながら志望者の多い文系私大向けの授業が
充実。大学受験に向けて課外講習を積極的に展開します。

英語 I・数学 I で、習熟度に応じたレクチャークラスを編制。難関
大学を目指す『特別選抜クラス（AJ）
』も 1 クラス設けます。

2

1 学年で公文英語（特別選抜クラスはオンライン スピーキング ト

3

2 年次からは文系・理系（私立大系・国公立大系）でクラス編制。

4

3 年間を見通した進路指導体制を強化。大学進学希望者のほとん

レーニング）を履修。生徒個々人に応じて英語力を引き上げます。

生徒の進路や適性に応じて進路指導を行い学力の向上を図ります。

どが推薦・AO 入試で志望の大学に現役進学しています。

IBDP

学校生活

AJ クラス［特別選抜クラス］

部活動について

IBDP を学んで、自分の
スキルを更に成長させたい

学校行事はどのクラスも
一致団結し盛り上がります

将来の夢に向かって
一緒に努力できる環境です

強い団結力で
全国大会を目指します

将来、” 世界で活躍できる人 ” になるのが目標。学校で
募集していた３ヶ月間のカナダ留学をきっかけに、IBDP
受講を決めました。様々な国籍のクラスメイトがいて刺
激になりますし、
IB は自分が成長できる最適な環境です！

中学生の時、仙台育英の制服に憧れて入学を決めまし
た。外国語コースはクラスメイトの仲が良く、友達同士
で勉強を教え合ったり、特に年 2 回あるスポーツ行事は
どのクラスも優勝を目指して団結し盛り上がります！

目の検査で通院していた際に視能訓練士の方の姿を見
て、私の夢が決まりました。大学進学を目指して日々の
勉強も手を抜きません。AJ クラスはクラスメイトの向上
心が高く、私も負けられないと思わせてくれる環境です。

部活の雰囲気が好きなので軟式野球を続けています。
選手だけでなく、仲間や先生、応援団など全員で勝ちを
目指すチームワークに魅力を感じています。ここで学ん
だ協調性は、将来どんな場面にも生かせると思います。

遠藤さん ２年 【宮城野中出身】

大学進学

吉田さん ２年 【岩切中出身】

“ 逆転の仙台育英 ”！ 志望大学に合格 !!

University

2019 年度大学入試 おもな合格大学と合格者数【一部抜粋】

合格者総数 / 847 人 実合格者 611 人

2019 年

現役大学進学者
の比較
宮城県高等学校進路指導研究会

（2019 年 3 月末時点での調査）
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佐藤くん 2 年 【金ケ瀬中出身】
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2019 年度 大学入試に向けて
本校に指定校推薦依頼のあった大学
254 大学（560 学部 1,391 名）

500

仙台育英
学 園 高

●国公立大学 東北大学 4 電気通信大学 2 横浜国立大学 1 茨城大学 3 千葉大学 1 新潟大学 1 埼玉大学 1 宇都宮大学 1 鳥取大学 1
琉球大学 1 岩手大学 7 秋田大学 1 宮城教育大学 3 山形大学 13 福島大学 1 国際教養大学 1 宮城大学 13 横浜市立大学 1
秋田県立大学 1 会津大学 １
●私立大学 慶應義塾大学 1 早稲田大学 2 上智大学 2 明治大学 4 青山学院大学 2 立教大学 5 法政大学 7 中央大学 9 津田塾大学 1
東京理科大学 5 学習院大学 1 東京女子医科大学 1 同志社大学 6 立命館大学 7 岩手医科大学 3 東北学院大学 121 東北福祉大学 40
東北工業大学 39 東北文化学園大学 36 東北医科薬科大学 17 宮城学院女子大学 24 尚絅学院大学 25 石巻専修大学 11 / 他

翠川さん ２年 【中野中出身】

20 1 9 大学入 試 志 望 大 学 に 現 役で合格した先輩たちからのメッセージ

東北大学 文学部

東北大学 法学部

仲間と先生との
絆のおかげです

恵まれた環境で
自分を磨きました

人文社会学科に現役合格

佐藤 さん

【桜丘中出身】

勉強はクラスメイトと一緒に取り組み、疑問
点は先生にすぐ質問しに行きました。志望大学
に現役合格できたのは、この絆のおかげです。

●3

法学科に現役合格

斎藤 さん

【六郷中出身】

大学進学を目指すための学習環境が充実して
いる特進で、3 年間自分を磨き抜きました。こ
れが志望大学に合格できた勝因だと思います。

東北大学 理学部
物理学科に現役合格

国際教養大学

国際教養学部に現役合格

部活と勉強で
充実度も 2 倍です

自習室で濃密度の
勉強に励みました

比佐 さん

五十嵐 さん

【閖上中出身】

3 年間、硬式テニスの部活も続けました。勉
強との両立は大変でしたが、自分なりに人より
2 倍充実した日々が送れたと確信しています。

【仙台 中田中出身】

宮城野校舎の学習室、オークルームが一番集
中できる場所。授業前の朝と放課後は “ 短時間・
濃密度 ” の予習・復習・演習に励みました。
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宮城大学 看護学群
看護学類に現役合格

“ いつもどおり ”が
目標実現の鍵です
木村 さん

【南光台中出身】

最後まで諦めずに「いつも通り」をひたすら
続けることが、必ず大きな成功へとつながって
いく。目標実現の鍵はそこにあると信じます。

宮城大学 看護学群
看護学類に現役合格

1 年生の頃からの
勉強習慣を味方に
武藤 さん

【長町中出身】

１年生の頃から休日でも毎日必ず勉強する、
授業で覚えなければならないことはその日のう
ちに覚えるということを習慣にしました。

多賀城校舎

Flex Course

フレックス コース

Skill Development Course

技能開発 コース

部活動に集中できるカリキュラム
で大学に現役進学しよう !!

大学・専門学校・就職に対応！
進路につながる講座を選べます
高校生による
オンラインショッピングモール
「せんだいまなびや」を東北初の
実施校としてスタート！

フレックスコース 4 つのポイント

1

学校設定科目に
『スポーツメディカル講座』
『スポーツと栄養講座』等
も新設！

多賀城校舎

技能開発コース 4 つのポイント

1

建学の精神のもと生徒一人ひとりの個性や自主性を尊重しながら、自
ら
「深く考える力」
を養い、
自己の言動に責任を持てる人材を育てます。

2

希望に沿った科目を選択する単位制を採用し、学力向上のための

3

1、2 年次で国語・数学・英語の基礎学力を定着させます。2 年次

4

3 年間部活動に集中しながら、スポーツ・指定校・提携校・公募制

2

選択科目を実施。文武両道を高いレベルで実現します。

から生徒個々の進路に応じた進路指導を行います。

等の推薦入試や AO 入試に対応できる実力と実績が身に付きます。

1、2 年次に国語・数学・英語の基礎学力を定着させ、2 年次から
進路に応じた科目内容を学習し進路の多様化に対応します。
漢字検定・ニュース時事能力検定・全商情報処理検定等を一般教
科の中に取り入れます。学校設定科目で英語検定・数学検定等も。

3

情報処理技術・トリマー講座・パティシエ & ベーカリー・幼児保

4

生徒自身が運営するオンラインショッピングモール「せんだいまなびや」を

育基礎・自動車整備技術等の希望選択講座を数多く設置。

開設。21 世紀型のアクティブラーニングを試み地域の課題に取り組みます。

部活動［ラグビー］

部活と勉強の両立

学校設定科目

学校設定科目

花園の舞台で活躍するため
目指すは文武両道です

かっこよさに憧れ
初のラクロスに挑戦

小論文の講座を選択
個性を意識しています

豊富な科目の中から
好きなことが見つかります

ラグビーは体をぶつけ合うハードなスポーツです。高
校から始めて、毎日の練習でできることが増えていくの
はやりがいがあります。" 花園 " の舞台を目指して、これ
からも勉強・部活に手を抜かず、文武両道を貫きます。

県内でラクロス部がある高校は仙台育英だけ。練習試
合の相手は大学生です。ポジションは司令塔のゴール
キーパー。求められる幅広い視野と判断力を勉強にも活
かしています。新しい体験は何もかもが新鮮です。

推薦入試に必要な小論文の講座を受講しています。最
初は慣れない書き方に戸惑いましたが、手応えを感じて
きました。試験官の印象に残る、“ 自分らしさ ” を表現
できる小論文を書きたいと試行錯誤しています。

将来、保育士になりたくてこのコースに。３年生から
幼児保育基礎の科目を受ける予定です。子どもと動物も
好きなので動物学実習講座も受講中。学校設定科目はた
くさんの種類があり、やりたいことが見つかるはずです。

水間くん ２年 【宮城教育大学附属中出身】

部活動

佐々木さん 2 年 【蒲町中出身】

遠藤くん 2 年 【高砂中出身】

加藤さん ２年 【高崎中出身】

3 年間、夢中になれるものを見つけよう !!

Sports Clubs /Cultural & Academic Clubs

《体育会 運動部》

1 陸上競技（長距離）
陸上競技（短距離）

サッカー 女子
9 ラグビー

2 硬式野球

10 バドミントン 男子

3 軟式野球

バドミントン 女子

4 バレーボール 男子
バレーボール 女子
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8 サッカー 男子

11 ハンドボール 男子
12 柔道

5 バスケットボール 男子

13 剣道 男女

バスケットボール 女子

17 ライフル射撃
18 なぎなた

4 e スポーツ
ICT

15 仙台育英獅子太鼓

19 空手道 男女

5 パソコン

16 写真

20 チアリーディング

6 アニメ・イラスト

17 数楽愛好会

21 弓道

7 美術

18 軽音楽

22 ラクロス

8 書道

19 合唱同好会

9 吹奏楽

20 かるた同好会

《文化会 学芸部》

10 文芸

21 ダンス同好会
22 同好会せんだいまなびや

14 水泳 男女

1 演劇

11 放送

6 ソフトテニス 男女

15 テニス 男女

2 物理・化学

12 I.L.C.

7 卓球 男女

16 少林寺拳法

3 生物

13 インターアクト

女子サッカー部

14 茶道

男子バスケットボール部

“ やってみたい！”
が、かならず
見つかる !!

チアリーディング部

軟式野球部

男子サッカー部

男子バレーボール部

女子バスケットボール部

硬式テニス部

水泳部

なぎなた部

書道部

吹奏楽部

仙台育英獅子太鼓部

写真部

茶道部
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宮城野校舎

Computer Science Course

情報科学 コース

推

一

般

入

２/ ４【火】実施

学

●併願 … 秀光コースを除くコース
●専願 … 秀光コース、特別進学コース
を除くコース

試

験

２/ 6【木】実施

●併願 … 秀光コースを除くコース

二次入試
実施の詳細決定後、
お知らせします。

特待生採用選考は、全７コースにて実施しています !!

情報科学コース 4 つのポイント

1
3
4

５段階評定値や、資格取得（英語検定・数学検定・漢字検定・情報処理検定など）によって
各コースの出願条件が異なります。入試要項にてご確認ください。

2020 年度入学試験において Web 出願を導入します。
仙台育英学園高等学校では、2020 年度入学試験から Web 出願を導入します。
PC・スマートフォン・タブレットから、受験の出願に関する手続き等を行うことができます。

情報処理検定試験 1 〜 3 級や、マイクロソフト オフィス スペシャ
リスト エクセル & エキスパートの資格取得に挑戦します。
学校設定科目「グローバルライセンス」
（MOS 試験）を 3 年間全
員が履修。アプリケーション作成のためのプログラミング講座も。
一人に１台のタブレットパソコン（Surface）を 3 年間貸与。IT 関連科
目以外の教科でもタブレットパソコンを利用した授業を展開します。
プログラミング・ホームページ製作などの学校設定科目を選べま
す。１年次から理科や数学を不得意とする人への選択科目も用意。

部活動［e スポーツ］

部活動［陸上競技］

まだ珍しい競技なので、
挑戦できるのが楽しい！

僅差を縮めるため
全力で頑張っています

e スポーツ部は今年春から本格始動しました。私は先
駆けて、昨年「第 1 回全国高校 e スポーツ選手権」に
チームで出場しベスト８に進出。対戦した他校の生徒と
繋がって、交流関係が拡がっていくのも魅力の一つです。

短距離は 1000 分の１秒差で勝ったり負けたりする競技。
その差を縮めるために日々練習しています。努力した結
果が数字であらわれるので、好記録を出せたときは最高
の気分です。３年間で全力を尽くしたいと思っています。

櫻井さん ２年 【塩竈第一中出身】

受験までの流れ【概要】
（中学生・保護者）

本校 Web 出願
サイトにアクセス

学食 ローズホール & レオホール

2019 Topics

宮城野と多賀城、ここが私たちのハイスクールライフステージ !!
宮城野校舎

楽天生命パーク
宮城

ローズホール【宮城野校舎】

宮城野校舎のローズホールは広々とした大食
堂。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。ランチ
はそれぞれ 300 円。
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。

多賀城校舎

JR 仙台駅から仙石線で 2 駅目。JR
宮城野原駅から地上に出ると目の前
に見えるのが、仙台育英学園高等学
校 宮城野校舎。市内のいたるところ
から自転車で通学してくる仲間たち
もたくさんいます。

宮城野校舎
多賀城校舎

高校生になったら
学食をぜひ
利用してみよう！

レオホール【多賀城校舎】

仙台駅東口から一直線
JR 宮城野原駅から
1 分で宮城野校舎に

仙台駅から電車で 17 分
JR 中野栄駅からは
歩いてほぼ 5 分

多賀城校舎へは JR 仙台駅から仙石線
で 17 分ほど。JR 中野栄駅を降りて
徒歩５分、仙台市と隣接した地区に
あります。宮城野校舎と同じに、朝
夕は自転車通学の生徒でキャンパス
周辺はにぎわいます。

学校法人 仙台育英学園

〒 983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目 4 -1 Tel. 022 - 256 - 4141
〒 985-0853 宮城県多賀城市高橋五丁目 6 -1 Tel. 022-368-4111
IB World School

■入試広報部

Sendai Ikuei Gakuen
since 1905
【2019 年 7 月時点】

原則、本校から中学校に
受験票を郵送いたします

2020 年度入学試験より、仙台育英学園高等学校秀光コースへの特待生採
用選考試験を実施します。国際バカロレア認定校として DP（ディプロマ プ
ログラム）資格を利用した国内外の理系大学への進学を目指します。

毎日の通学が

あすと長町ライン＊ 郡山〜長町〜南小泉〜七郷
● 美田園ライン＊ 袋原〜増田〜六郷〜沖野〜七郷
安心・快適に !!
● 七ヶ浜ライン
要害〜代ケ崎〜花渕浜〜汐見台〜菖蒲田浜〜遠山
● 佐沼・登米シャトル
佐沼〜宝江〜登米
● 石巻 A シャトル
万石浦〜渡波〜湊〜門脇〜大曲〜矢本〜鳴瀬
● 石巻 B シャトル
豊里〜桃生〜中津山〜河南〜広渕〜蛇田
● 黒川・富谷シャトル
吉岡〜富谷〜日吉台〜明石台〜泉中央〜台原
● 古川・利府シャトル
古川〜大松沢〜しらかし台〜菅谷台
● 仙台北環状線シャトル
国見ヶ丘〜長命ケ丘〜南光台〜鶴ケ谷
● 高森・向陽台シャトル
加茂〜寺岡～高森〜将監〜明石台〜向陽台〜松陵〜鶴ヶ谷
● 折立・八木山シャトル＊ 秋保町湯向〜錦が丘〜栗生〜茂庭台〜人来田〜芦口
● 岩沼シャトル＊ 岩沼〜西中田〜ゆりが丘〜西多賀〜長町〜根岸
● 川崎シャトル
川崎〜村田〜大河原〜岩沼
● 国府ライン
国府多賀城駅 - 多賀城校舎

入学検定料
支払い

国際バカロレア DP (Diploma Programme）を
履修して、国内・海外の理系大学への
進学を目指します！

国立病院機構

１回利用 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です !!

ログインと
出願情報の入力

2020 年度入学試験より、秀光コース入試（特待生採用選考）をスタート！

仙台医療センター

お昼は学食で
楽しくランチタイム !

アカウントを作成

＊インターネット環境がない場合、仙台育英学園宮城野校舎に特設 PC ブースを準備しておりますので、ご利用ください。
＊中学校の先生は、自校の生徒の出願状況を専用ページから確認できます。
＊詳しくは 本学園ホームページ (https://www.sendaiikuei.ed.jp) で。または 入試広報部 Tel. 022-368-3718 までお問い合わせください。

古川くん 2 年 【広瀬中出身】

通学用シャトルバス

●7

験

● ● ●

※秀光コースについては、特待生採用選考【専願】のみ実施します。

2

※おもに平常授業日・学校行事日の通学時に運行します。
※利用状況により経由地が変更になる場合があります。
＊【あすと長町ライン】【美田園ライン】は合流して
宮城野・多賀城各校舎へ。登校時のみの運行。
＊【折立・八木山シャトル】
、
【岩沼シャトル】は下校時、合流して運行。

試

●特待生採用選考【専願】… 全コース
●自己推薦選考 … 秀光コース、特別進学コース
を除くコース

2019 年度から
“e スポーツ部 ” が本格スタート！

●

薦

2020 年度 仙台育英学園高等学校 入試 について

１/15【水】実施

IT 関連の専門知識や技術を学び、
情報社会のエキスパートに！

一般教科でも
ノート代わりにタブレット
PC を使います！

● ● ●

Tel. 022-368-3718 Fax. 022-385-5024

https://www.sendaiikuei.ed.jp

Facebook

Instagram

