大学進学

“ 逆転の仙台育英 ” ！ 志望大学に合格 !!

2022 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
一橋大学

東北大学 教育学部

筑波大学

やる気と努力、
これに尽きます

大切なのは諦めず
に突き進むこと

勉強のほか読書も
大切にしました

経済学部
経済学科に現役合格

人文・文化学
群 比較文化学類に現役合格

教育科学科に現役合格

秋山 さん

佐々木 さん

【涌谷中出身】

及川 さん

【八乙女中出身】

【南中山中出身】

予備校に通わずとも自分自身のやる気と努力
で現役合格は掴み取れます。毎日できる単語帳

部活動のため本格的な受験対策が遅れてしま
いましたが、
最後まで諦めず頑張りました。先生

勉強は計画を立てて着実にこなし、一方で読
書の時間も大切にしました。問題文を読むス

や参考書をコツコツ進めて頑張ってください。

方の手厚いサポートが本番で力になりました。

ピードが上がり、知識も増えるのでお勧めです。

岩手大学

宮城教育大学 教育学部 学校

宮城大学

自習室で友人たち
と頑張りました

先生方のサポート
のおかげです

勉強も部活も本気
で取り組みました

農学部 応用
生物化学科に現役合格

看護学群
看護学類に現役合格

教育教員養成課程に現役合格

三寺 さん

菊池 さん

【岩沼中出身】

末永 さん

【幸町中出身】

【蒲町中出身】

勉強は主に学校の自習室を利用しました。自

先生に推奨された参考書を使って、返却され

習室には同じ志を持つ友人たちがいます。共に
頑張れたことが、いちばんの励みになりました。

た模試の復習を行うことで不得意分野をなくす
よう努めました。これが合格要因だと思います。

2022 年度大学入試

自分で選んだことに本気で取り組んだ結果、
周りに支えられながらラクロス部の活動も大学
受験も最後までやり抜くことができました。

おもな合格大学と合格者数

【一部抜粋】

●海外大学 Royal Holloway University of London 1 Taylor's University 1 Goldsmiths University of London 1 Orange Coast College 1
University of East Anglia 1 University of Exeter 1 / 他

合格者総数

●国公立大学 東北大 13 北海道大 1 一橋大 1 筑波大 3 東京学芸大 1 東京海洋大 1 東京農工大 1 横浜国立大 1

1,084

宇都宮大 2 群馬大 1 埼玉大 4 千葉大 1 新潟大 3 富山大 2 信州大 2 静岡大 2 岩手大 9 宮城教育大 6 秋田大 1
山形大 22 福島大 9 宮城大 13 横浜市立大 2 国際教養大 1 会津大 1 福島県立医科大 1 / 他
〈所管外大学校〉防衛医科大学校 1 防衛大学校 7

人

実合格者 756 人

●私立大学 慶應義塾大 3 早稲田大 6 上智大 2 明治大 8 青山学院大 3 立教大 5 中央大 10 法政大 17 東京理科大 9
津田塾大 1 学習院大 3 東京女子医科大 1 日本大 21 同志社大 12 立命館大 5 岩手医科大 2 東北学院大 214

東北医科薬科大 28 東北福祉大 45 東北工業大 39 東北文化学園大 43 宮城学院女子大 33 尚絅学院大 15 石巻専修大 21 仙台大 14 / 他

2022 年

進学進路

本学園では国内・海外合わせて

570 大学以上 の

学校推薦型選抜
（指定校推薦）を
獲得しています！

たくさんの先輩が
夢や目標に向かって
現役進学を達成！

942 人

993 人

【大学＋専門学校進学者数／進学希望者数】

2022 年 現役進学者数
大学進学

4 年制大 692 人 , 短期大 33 人 計

725 人

専門学校進学

217 人

就職率

100

％

＊ 2021 年度卒業者数 / 1,079 人

通学用シャトルバス

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 !!

■七ヶ浜ライン ■あすと長町ライン ■美田園ライン
■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・利府シャトル
■仙台北環状線シャトル ■高森・向陽台シャトル ■川崎シャトル
■折立・八木山シャトル ■岩沼シャトル ■国府ライン
＊ 2022 年 8 月時点

＊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。
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特別進学 コースSpecial University Preparatory Course

宮城野校舎

高水準の学習カリキュラムで
志望する国公立大学、難関私立大学に現役合格！
特別進学コース

1
2
3
4

秀光 コース

Point 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

Point 朝・放課後、長期休業中の多彩な課外講習。
「PLAN 2000」での宿

４ つのポイント

構築に貢献できるグローバルシティズンを育成します。

Point 高校 1 年次までは国際バカロレア MYP*、
2 年次からは DP* を履修。

泊合宿。学生チューター他による学内塾「スクール TOMAS」も。

Point 教科授業や総合学習に IB 教育をベースにした「特進アクティブ・プログラ

世界共通の最終試験合格と国内外の難関大学進学を目指します。

Point 医歯薬系大学への進学希望者は選抜を経て高校 2 年次から、
「MAP*」

ム（TAP）」を取り入れ、探究力や思考力、プレゼンテーション能力を養成。

Point 医歯薬系大学志望者のためのクラス
「MAP*」
を設置。
「サイエンス・

クラスで特別進学コースの医歯薬系大学進学希望者と共に学びます。

Point 少人数での探究型授業を実施。オンラインホワイトボード等のアプリを
秀光コースでは、日本語と英語による Dual Language の DP（DLDP）
を受講できます。選抜要件を満たすことで全コースから２年進級時に転
コースによる受講が可能です。※英語の ELDP は外国語コースを参照。

使ってコミュニケーション・プレゼンテーションスキルを養成します。

＊ MYP：Middle Years Programme ＊ DP：Diploma Programme
＊ MAP：Medical Academic Programme

国際バカロレア DP【TOK】

Weblio（オンライン英会話）

整った教育環境

英語検定の面接対策が
準２級合格の大きな自信に

経験豊富な先生方の授業は
受けていて楽しくなります

学びを発展させる
生徒主体の授業が魅力です
永井 さん １年 【秀光中出身】

佐藤 さん ２年 【宮城教育大附属中出身】

Weblio はネイティブの先生が発音の繊細な違いや、
より的確な表現方法を教えてくださるので、英語で話す
ことが楽しくなりました。特に英語検定の面接対策が本

先生方は経験豊富でご自身もその教科が好きなのが伝
わり授業が楽しくなります。難関大学を目指すクラスメ
イトから刺激を受けたり、自習室のオークルームや放課

国語は文学作品を読むだけでなく、そこから意見を発
展させる生徒主体の授業で、MYP ならではのアプロー
チが魅力です。自分の意見を持ちながらも周りの意見を

TOK（知の理論）のディスカッションでは、４人いれ
ば４つの視点があり、それぞれ違う方向から見ているか
らこそ合わせると考えが深まって、ひとりではできない

番で大きな自信になり、準２級を獲得できました。

後講習など、整った教育環境をフル活用しています。

吸収し、学びを発展させることを一番大事にしています。

ことができる感じがします。視野がぐっと広がりました。

瀬尾 さん ２年 【長町中出身】

情報科学 コース

国際バカロレア MYP

大久保 さん ２年 【仙台 第二中出身】

宮城野校舎

Computer Science Course

情報科学コース

1
2
3
4

Point 東北地方普通科高校で唯一の MOS 試験認定校。学校設定科目「グ

ローバルライセンス」
（MOS 試験）を 3 年間全員が履修します。

Point 各自のPC
（Surface）
で電子教科書を用いたり、
コミュニケーションツー

ル Slack を活用。ICT 関連科目以外の教科でも PC をフル活用します。

Point ホームページ制作などの学校設定科目も充実。スマートフォン用

ン力を強化。理科や数学が不得意な人への選択科目も選べます。

将来の目標に向けて

勉強と部活動の両立

将来の夢の実現のために
情報の資格を活かしたい

資格取得を目指しながら
部活動と両立する毎日です
寺尾 さん ２年 【仙台 第二中出身】

夢はデータ収集・分析でスポーツ選手やチームに情報
を提供するスポーツアナリスト。進路探究の授業で大学
や専門学校について調べたことで、情報の資格を多く取

情報処理検定 2 級・1 級と MOS エキスパートの資格
取得を目標に学業と部活動を両立しています。大会出場
で欠席してもアプリの「Slack」を活用すれば授業の必要

得して将来に活かそうという意欲が湧いてきました。

な資料をすぐに送っていただけるので助かっています。

外国語

オンライン講座「Stanford e-Sendai Ikuei」

医歯薬系の特別講座を
開講しています

スタンフォード大学の
プログラムがスタート

志 望 者 の た め の “Medical Academic

ログラム（SPICE）と協働で運営する

れました。MAP では、医歯薬系（国公

Ikuei」が外国語コースを対象に今春か

Programme《通称：MAP》” が開設さ
立大学医療・医科学系を含む）の体験

を重視した特別講座「メディカル・コ・

ラボ」を高大連携・医療機関連携で実施。

医歯薬系大学への進学を目指した指導を行います。第 1 回は 6 月 11 日に、
「口
から始まる再生医療」というテーマで、東北大学大学院歯学研究科の江草 宏教
授による専門的な講義が展開されました。

アプリケーション作成、さらに AI プログラミングも学びます。

Point プレゼンテーションなど情報発信を中心としたコミュニケーショ

阿部 さん ２年 【宮城野中出身】

MAP「メディカル・コ・ラボ」

特別進学・秀光コースで医歯薬系大

４つのポイント

TOK で考え方の違いを認識
し、視野が広がりました

各コース【特別進学・秀光・外国語・英進進学・情報科学】2022 年度の取り組み

特別進学・秀光

専門的な ICT 関連の技術・知識を学び、
情報社会のエキスパートを目指そう
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1
2
3
4

秀光コース

Point「Language, Music & Science」を教育の軸とし、持続可能な社会の

への現役合格を目標に、徹底した指導を行います。

＊ MAP：Medical Academic Programme

Shukoh Course

国際バカロレアを履修し国内・海外の難関大学へ！
医歯薬系大学を目指す MAP クラスも

４つのポイント

コ・ラボ」や「メディカル・コ・ラボ」を実施します。

宮城野校舎

英進進学

ハーバード流リーダーシップ養成講座

スタンフォード国際・多文化教育プ

オ ン ラ イ ン 講 座「Stanford e-Sendai
ら開講されました。SPICE は中・高等

教育および教育者向けカリキュラム開
発などを行う米国スタンフォード大学

の教育プログラムです。スタンフォード大学の教授やゲストスピーカーによる
英語でのディスカッションを中心に講義が展開されています。講座は全 12 回
の予定で、受講後にはスタンフォード大学からの修了証が交付されます。

情報科学

高性能ゲーミングPC 80台を導入

世界最先端の試みを、
必修科目と部活に導入

情報科学コースの授業
や e スポーツ部で活用

プ養成講座「ハーバード流 LEADERS

も “e スポーツ ”（エレクトロニックス

導入。このプログラムは、アメリカ合

e スポーツに特化した高性能ゲーミング

本校は、ハーバード流リーダーシッ

BOOTCAMP」を 2022 年度から本格
衆国 ハーバード大学をはじめとした

世界トップ学術機関で実践されている
ケース・メソッドを用いた授業手法で

す。AJ（英進進学コースの特別選抜クラス）に在籍する生徒は必修科目として、
運動部・文化部から選抜された生徒には夏期講習として実施。講義はディスカッ
ション形式で、仲間の意見を聞きながら、自分自身も発信していきます。
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本校では、部活動だけでなく授業で

ポーツ）を導入しています。2022 年春、
PC を宮城野校舎と多賀城校舎にそれぞ
れ 40 台ずつ導入しました。高性能ゲー

ミング PC を導入したことにより、オ

ンライン上の仲間とのコミュニケーションがよりスムーズになりました。また

グラフィックがきれいで、かつスピーディに動作するという利点も得られます。
2019 年撮影
情報科学コースと e スポーツ部の今後の活躍に、ますます期待が高まります。

外 国 語 コース

多賀城校舎

Foreign Language Course

多言語の語学力を強化するプログラムで
グローバルな国際感覚と理解力を磨きます

1
2
3
4

外国語コース

フレックス コース

４つのポイント

フレックスコース

1
2
3
4

４つのポイント

Point 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

ン授業、中国語、スペイン語、韓国語の第二外国語を学びます。

る力」を養い、自己の言動に責任を持てる人材を育てます。

Point 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

Point ハワイ研修やカナダ留学など多彩な海外プログラム、茶道・華道

の日本伝統文化実習などを通し、国際感覚と理解力を高めます。

Point 国際バカロレア（IB）DP* 認定校として世界基準の IB 学習プログラ

選択科目を実施。文武両道を高いレベルで実現します。

Point 1、2 年次で公文英語を実施し、英語力を定着させます。全員 OWN

ム ELDP
（英語で履修）
を学び、
国際的な視野と確かな学力を育てます。

Point 国際色豊かで、最新の ICT 環境で各種語学検定資格の取得や海外・

PC（学校指定）を持ち、授業や部活動の遠征先などでも活用します。

Point 3 年間部活動に集中しながら、指定校・提携校等の学校推薦型選

国内大学への進学をサポートします。

抜や総合型選抜に対応できる実力と実績が身に付きます。

＊ DP：Diploma Programme

整った教育環境

GTEC・EAT（英語検定）

勉強と部活動の両立

勉強と部活動の両立

実践的な英語を使う機会に
恵まれた環境です

さまざまな検定を学校内で
受験することができます

部活動だけでなく授業も
かなり充実しています
関内 さん ２年 【八軒中出身】

友人にも恵まれて
学校が本当に楽しいです

川村 さん ２年 【宮城野中出身】

中学時代、観光ガイドに挑戦した経験から英語に興味
をもち、さらに上達させたくて外国語コースに入学しま
した。文法の授業も丁寧でわかりやすく、ネイティブの

英 語 ４ 技 能 検 定 GTEC や EAT（English Assessment
Test）などを、学校で受験することができるのは仙台育
英ならでは。行事のスプリングチャレンジ（体育祭）は

特に好きな授業は歴史です。世界史は先生が実際に現
地を訪れたときの話が特に楽しく、日本史では豆知識や

部活動もクラス内も仲が良く、学校に通うのが本当に
楽しいです。サッカーの推薦で大学進学を目指している

年号を覚えるための語呂合わせを教えてもらいました。

ので、試合で公認欠席のときは友達にノートを見せても

先生が多いため、英語を話す機会に恵まれています。

とても盛り上がり、級友との距離が一気に縮まりました。

剣道部では全国大会への進出を目標に頑張っています。

らったり、先生に教えていただいてカバーしています。

今野 さん ３年 【松島中出身】

英進進学 コース

浅野 さん ３年 【色麻中出身】

多賀城校舎

Personal Advancement Course

基礎を固める授業で学力アップ！
能力・適性を伸ばして志望の大学に進学しよう
英進進学コース

1
2
3
4

技能開発 コース

多賀城校舎

Skill Development Course

大学・専門学校・就職に対応！
目標達成に向けた専門的技能が学べます

４つのポイント

技能開発コース

1
2
3
4

Point 入学生全員に iPad（セルラー型）を貸与し、いつでも、どこでも

４つのポイント

Point 1、
2 年次に公文英語を実施。1 年生全員が OWN PC（学校指定）を活用し、

学習できる環境を実現しています。

Point １年次では英語と数学で習熟度に応じたレクチャークラスを編制。

デジタル教材 ENAGEED CORE2.0 を活用し次世代型キャリア教育を実践。

Point 資格取得も重視し、漢字検定・全商情報処理検定等を一般教科の

さらに、
英語においては英語４技能トレーニングを取り入れています。

Point 実践型・探究型学習プログラム『MY PROJECT』によるオーナーシッ

中に取り入れます。選択科目で英語検定・数学検定等もあります。

Point 情報処理技術、
トリマー、
パティシエ & ベーカリー、
幼児・保育基礎、

プ教育を、2021 年度から 2 年生を対象にスタートさせています。

Point「ハーバード流 LEADERS BOOTCAMP」ではケース・メソッドを通

自動車整備技術等の学校設定科目を数多く設置しています。

Point 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

したリーダーシップ育成が行われます。

なびや」を開設。21 世紀型のアクティブラーニングを試みます。

部活動【硬式テニス】

一人一台の iPad の活用

学校設定科目

学校設定科目

全国大会を目指して
練習に打ち込んでいます

タブレットに授業の資料を
全部入れています

多彩な学校設定科目の中で
やりたいことを見つけよう
佐藤 さん ２年 【高砂中出身】

商品開発を通して、新しい
世界が広がっています

阿部 さん ２年 【高崎中出身】

テニスの醍醐味は試合の緊張感と勝ったときの喜びで
す。最近では MUFG（国内ジュニア全国大会）でベスト
16 に。今後の目標は日本一です。勉強面では、苦手だっ

タブレットに授業の資料が全部入るのでプリントを持
ち歩く必要がなく、復習はもちろん事前に配信される科
目は予習もできます。クラスではわからない部分をお互

家ではできないことに挑戦してみたいと思い、学校設
定科目は自動車整備技術とパティシエ＆ベーカリーを選
択しました。色々な科目に挑戦できるので、将来やりた

自分たちで開発したオリジナル商品をインターネット
で販売する「せんだいまなびや」を受講しています。講
座を通して、人との関わりが苦手な性格も克服できまし

た数学が、高校での基礎を固める授業で克服できました。

い教え合い、切磋琢磨しています。

いことを見つけたい人に最適なコースだと感じます。

た。パンフレット制作や工場見学も楽しみです。

五十嵐 さん ２年 【富沢中出身】
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Flex Course

文武両道を高いレベルで実現する
独自カリキュラムで大学へ現役進学！

Point 外国人教員による少人数授業や通常科目を英語で学ぶイマージョ

外国語コースでは、英語による English Language の DP（ELDP）を受
講できます。選抜要件を満たすことで全コースから２年進級時に転コー
スによる受講が可能です。※日本語と英語の DLDP は秀光コースを参照。

多賀城校舎

大友 さん ２年 【中野中出身】
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部活動
■体育会運動部

陸上競技（長距離）
陸上競技（短距離）
軟式野球

ICT・パソコン

バレーボール 男子

月

バレーボール 女子

バスケットボール 女子

文芸

ソフトテニス 男女
卓球 男女
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e スポーツ

アニメ・イラスト・美術
書道

バスケットボール 男子

陸上競技部【短距離】

硬式テニス部

吹奏楽
放送

ラグビー

バドミントン 男子
バドミントン 女子
ハンドボール 男子
柔道

女子バレーボール部

仙台育英獅子太鼓

数楽愛好会

剣道部

書道部

空手道 男女

チアリーディング
弓道

ラクロス 女子 & 男子同好会

学園生活

月

日（土）、

12

日（土）

オープンキャンパス（育英祭共催）
！

10 月

10 8

日（土）、

9

日（日）

■場所 仙台育英学園高等学校 多賀城キャンパス

オープンキャンパス等で
仙台育英の学園生活を
体験してみてね！

■内容 （1）全体会（2）育英祭見学（3）個別相談会
本校ホームページで約 1 か月前から申し込みを開始します。

オーケストラ

なぎなた
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■時間 受付 9：30 ～ 全体会 10：00 ～
育英祭見学・個別相談会 10：45 ～

合唱

よさこい愛好会

ライフル射撃

日（土）、

■時間 9：00 ～ 12：00 ※個別相談会は申し込みの段階で、９時～、10 時～、11 時～を選択できます。
■場所 【宮城野校舎】特別進学コース、情報科学コース、秀光コース

月

軽音楽

同好会 せんだいまなびや

硬式テニス 男女

男子サッカー部

写真

かるた同好会
ダンス同好会

剣道 男女
水泳 男女

24

（2）キャンパスツアー…各校舎を自由に見学できます。

I.L.C
茶道

サッカー 女子

日（土）、

【多賀城校舎】外国語コース、英進進学コース、フレックスコース、技能開発コース
■内容 （1）個別相談会…各コースの教育活動全般について、何でも相談できます。

インターアクト

サッカー 男子

個別相談会・キャンパスツアー！

9 月、11 月

■文化会学芸部
演劇
物理・化学・生物

硬式野球

来て！ 見て！ 相談しよう！

3 年間、夢中になれるものを見つけよう !!

ロボティクス
各部活動の試合や
大会の結果を学園 HP
に掲載しています！

参加申し込みは、右のＱＲコードから！
吹奏楽部

オーケストラ部

高校生活を彩る行事がたくさん !!

ブレザー
スラックス型

の新制服ができました！

＊内容等が変更になる場合がありますので、本校ホームページなどで最新情報をご確認ください。

● ● ● ● ● ●

推

薦

入

試

2023 年度 仙台育英学園高等学校 入試について
一

１/11【水】実施

● 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

A 日程

般

入

● ● ● ● ● ●

試

二次入試

1/31【火】実施 B 日程 ２/2【木】実施

● 併願 … 秀光コースを除くコース

● 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

実施の詳細決定後、
お知らせします。

※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。

特待生採用選考は、全 7 コースにて実施しています !!

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。
2022 年撮影

スプリングチャレンジ

2019 年撮影

在卒懇（在校生と卒業生との懇談会）

国立病院機構

楽天生命パーク
宮城

2021 年撮影

育英祭

宮城野校舎 & 多賀城校舎
仙台医療センター

2019 年撮影

スポーツ応援

英進進学・情報科学・
フレックス・技能開発
各コース男子の制服が、
2023 年 度 か ら “ ブ レ
ザースラックス型 ” の新
制服として登場します！
また、新制服は希望す
れば全コースの男子と女
子が着ることができます。

宮城野校舎

多賀城校舎

JR 仙台駅から仙石線で 2 駅目。JR
宮城野原駅から徒歩 1 分。宮城野原
駅から地上に出ると目の前に見える
のが宮城野校舎です。

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。

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

学校法人 仙台育英学園
宮城野校舎
多賀城校舎

〒 983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野二丁目 4 -1 Tel. 022- 256 -4141
〒 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/hs/
2022 年撮影

オープンキャンパス

2017 年撮影

＊新型コロナウイルス感染症の影響で行事が大幅に変更になったため、例年おこなっている活動例を掲載しています。
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■入試広報部

スキー・スノーボード教室
Sendai Ikuei Gakuen
since 1905

仙台育英

Tel. 022-353-6103
Fax. 022-385-5024

検索

学校ホームページ

Facebook

Instagram

