
逆転の仙台育英!!

3 年間で着実な実力を磨いて、おもに学校推薦型・総合型選抜での志望大学への現役合格を目指
します。一人ひとりの個性や志望・習熟度に応じたクラス編制、難関大学への現役合格を目指す『特
別選抜クラス（AJ）』、2 年次からは希望の進路や適性に添った科目選択が可能で、多彩な学習環
境が整備されています。生徒一人一台の iPad（セルラー型）を持って授業や家庭学習に取り組みま
す。スプリング & オータムチャレンジや育英祭などの学校行事も充実して、大満足の 3 年間です !!

す。先生がリアルタイムで自分のノートを点
検してくれ、間違ったところなどを丁寧に教
えてくれるため、苦手な部分を克服できるよ
うになっています。そのため、勉強に苦手意
識を持っている人でも、興味を持って取り組
める内容となっています。

■充実した IT 教育
分かりやすい授業の
お陰で PC に対する
興味が湧きました
太田 晴雅　１年　矢本第一中出身

　私たちの英進進学コースでは、将来 PC を
問題なく使えるようになるために、Excel や、
Word の基本的操作を学んでいます。
　私が高校に入っての授業を体験して感じた
ことは、教え方がとても分かりやすく、PC
について興味がわいてくるような授業内容だ
ということです。パソコンの知識が全然ない
私でも、基本的操作をしっかりと覚えること
が出来ました。また PC のスキルが上がって
いくので将来の事についての選択肢も増えま
す。

■特別選抜クラス
マンツーマンでの
英会話レッスンで
実力を磨いています
菅原 萌々子　１年　しらかし台中出身

　特別選抜クラスには勉強と部活動を両立さ
せ、高校卒業後には大学進学を目標としてい
る生徒が多くいます。また、iPad を活用し
て OST という学習をしています。OST とは、
海外にいるネイティブの先生とマンツーマン
で英会話のレッスンをするというものです。
OST ではテキストを使い、一人一人に合わ
せた指導をしていただきます。テキストの内
容から話を展開させ、実践的かつ生きた英語
でのコミュニケーションを図ることで、他の
クラスとはまた違った方法で英語力を磨くこ
とができていると実感しています。

■ MetaMoJi ClassRoom
タブレット端末の
活用で学習効率が
格段に上がりました
川村 羽琉　１年　高砂中出身

　 英 進 進 学 コ ー ス で は iPad（MetaMoJi 
ClassRoom）を用いて授業に取り組んでいま
す。全授業のノートが iPad に入っているた
め、ノートや教科書を持ち歩く量が格段に
減ったのはもちろん、iPad1 台で予習・復習
ができるため効率よく学習することができま

■大学連携講座
大学の講義を聴講し
進路について真剣に
考え始めました
佐藤 未菜　２年　東仙台中出身

　英進進学コースの特別選抜クラスでは、2
年次に大学と連携した講座が開かれます。今
年度は感染症の影響があり校舎見学、在学生
や先生方との交流はなく、オンラインでの講
義のみとなりましたが様々な分野の講義を受
けたことで自分自身の可能性が広がったよう
に感じます。また、一足先に大学の講義を体
験したことで進路選択の幅が広がり、自分の
将来を真剣に考えるきっかけにもなりまし
た。このような進路面でのサポートが充実し
ているのも仙台育英の魅力の一つです！

■育英祭　
皆で集まれなくても
心を一つに文化祭を
作り上げました
長谷川 康希　３年　仙台第一中出身

　今年度の育英祭は新型コロナウイルスの影
響により、オンライン文化祭という形にな
りました。“ 皆が集まれなくても心は一つ ”、
きっとこの言葉を思い浮かべる人は少なから
ずいると思います。各部活動の熱いパフォー
マンス、生徒会執行部の新役員を中心に行わ
れた学校紹介、どれも魅力的で面白く、私の
心を楽しませてくれるものばかりでした。

　来年度の育英祭は、ステージ発表のみなら
ず屋台等のブースを設け、元通りの姿に戻る
事を願ってます。

■育英祭
画面越しの観客に
笑顔を届ける発表に
全力投球しました
伊藤 愛紗　３年　大和中出身

　今年度の文化祭は、新型コロナウイルス感
染防止対策のためオンラインで開催されまし
た。多くのイベントが中止となる中で、取り
組んできたことを発表できる貴重な機会とな
りました。私たちチアリーディング部は、感
染防止対策でスタンツという組体操のような
動きや声を出して演技をすることができませ
んでした。しかし、画面を通して多くの人に
元気や笑顔を与えられるようなパフォーマン
スを心掛けました。そうしたことで自分自身
も全力で楽しむことができ、チームとの絆が
より深まった充実した文化祭となりました。
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に指定校推薦枠が充実しており、多くの生徒
が利用し大学進学に役立てています。
　また、英進進学コースでは部活動や生徒会
などの課外活動に力を入れており、それらの
功績を武器にして進学する生徒も少なくあり
ません。高校生活そのものを受験に生かすこ
とができる英進進学コースで皆さんも一緒に
大学進学を目指しましょう。

■大学合格
先生方のサポートの
お陰で夢への一歩を
踏み出しました！
相馬 李湖　３年　志波姫中出身

　英進進学コースでは、一般選抜、総合型選
抜、学校推薦型選抜に対応した授業を行って
います。私は総合型選抜で第一志望に合格し
ました。面接、プレゼンテーション、グルー
プディスカッションの試験に向けて先生と対
策をし、安心して本番に臨むことができまし
た。将来なりたい分野から学科、大学を絞り、
自分に適した入試方法を選択することが必要
です。先生方が親身にサポートしてくださる
ので夢や目標の達成に向け、進むことができ
ます。皆さんも夢や目標に向かい、一歩ずつ
進んでみませんか。

■部活動（男子バレーボール）
バレーボールを通し
自分自身の成長を
実感できる部活です
早坂 匠　３年　大衡中出身

　男子バレーボール部は、全国大会出場を目
標とし、日々練習に励んでいます。今年度
は新型コロナウイルスの影響で、公式戦が 1
回しかありませんでした。けれども、部員一
人一人限られた短い練習時間の中、プレーの
レベルアップに努めてきました。その結果、
最後の公式戦で第 3 位になることができま

■スキー ･ スノーボード教室
周りのアドバイスで
経験が浅くても十分
滑りを楽しめました
岸柳 心寧　２年　多賀城第二中出身

　英進進学コースでは、1 年生の冬に山形県
蔵王でスキー・スノーボード教室が開催され
ます。経験の有無に関係なく、自分のレベル
に合ったグループに分けられます。1 グルー
プ 5 〜 6 人程度で、インストラクターに教
えてもらいます。私はスキーを選択しました。
ですがあまり経験がないため、よく転んでば
かりでした。ですが、インストラクターの方
や友達のアドバイスのおかげで最後の方では
スムーズに滑れるようになりました。この行
事を通して、グループ内でのコミュニケー
ションの大切さを学びました。この経験を今
後も生かしていきたいです。

■大学進学に向けて
大学説明会など
進路決定に役立つ
機会が豊富です
千葉 瑚子　２年　南吉成中出身

　英進進学コースは、大学進学を視野に入れ
つつ部活動との両立に励んでいる生徒が多い
コースです。そのため大学説明会など進路に
関係する行事が多く行われています。私は、
多くの大学説明会に参加することで新しい入
試制度や資格のことについて直接相談してい
るうちに興味のある大学を見つけることがで
きました。今はその大学の入学試験に必要な
教科や資格について調べたり、学習計画を立
てたりしています。皆さんもぜひ英進進学
コースで充実した 3 年間と大学進学を目指
しましょう。

■大学進学に向けて
高校生活そのものを
受験に生かせるのが
仙台育英の強みです
鈴木 千鶴　３年　中野中出身

　英進進学コースは一般選抜だけでなく、学
校推薦型選抜や総合型選抜などの多様な入試
制度に対応しているので、自分の進路希望に
沿ったサポートを受けることができます。特

した。バレーボール部は、バレーボールを通
して、人間的な部分でも成長することができ
る部活となっています。個性豊かなメンバー
が揃っているので、バレーボールに興味があ
る方、人間的に成長できる場となっているの
で、入部お待ちしております。

■部活動（吹奏楽）
甲子園で球場一杯に
演奏を響かせた時の
感動は唯一無二です
関内 里菜　３年　大衡中出身

　吹奏楽部は、吹奏楽コンクールや定期演奏
会、学校行事での演奏など、1 年を通して様々
な行事があります。特に定期演奏会は部員が
主体となって計画し運営していくので、毎年
部員同士が団結し合いながら進めています。
また、吹奏楽部は甲子園に野球部の応援に行
きます。今年度は中止となってしまいました
が、私は昨年度、一昨年度と 2 年間応援に行っ
てきました。広い甲子園球場で選手だけでな
く、球場にいる全ての方々の心に仙台育英サ
ウンドを響かせることができたあの感動は、
吹奏楽部でしか味わえないものです。是非皆
さんも、吹奏楽部で音を奏でる楽しさを経験
しませんか？

■部活動（空手）　※「瀬」は旧字体
創部間もないながら
新人戦で優勝する等
勢いに乗っています
瀬戸 礼旺　１年　多賀城中出身

　空手道部は、仲間と競い合いながらイン
ターハイ優勝をチームの目標に、日々の厳し
い練習に取り組んでいます。秋の新人戦で
は男子団体組手で優勝し、勢いに乗っている
チームです。先輩たちはとても優しく、日々
の練習から「家族感」を大事にして練習して
いるため、良い雰囲気で練習できています。
空手の実力はもちろんですが、挨拶や私生活

から意識するべきことを学べて、人間的にも
大きく成長することのできる部活です。

■部活動（卓球）
練習や大会を通して
成長している自分を
実感しています
武田 聖　２年　塩竈第二中出身
　卓球部は、仲間と協力しながらインターハ
イ出場を目標に日々の練習に取り組んでいま
す。今年度は 11 月に行われた県大会を勝ち
進んで、東北選抜に出場することが決まり毎
日、質の高い練習をしています。練習や大会
を通して、仲間がいることの大切さなど多く
の事を学ぶことができ、自分自身が成長する
きっかけを見つけることができます。大変で
辛いときもありますが、それを乗り越えると
達成感や楽しみを辛さ以上に感じられたりし
ます。先輩・後輩仲良く楽しくてとても充実
した高校生活を送れる部活です。

■シャトルバス
授業が始まる前の
朝の時間を有効に
活用できます
布川 祐聖　３年　河南西中出身
　私は、学校直通のシャトルバスを利用して
通学しています。学校から遠く離れた場所か
らでも簡単に利用できるところが利点です。
離れたところから通学する場合、起床時間は
かなり早くなることもありますが、規則正し
い生活を心がけることができます。学校への
到着時間はバスによって異なりますが、始業
時間よりかなり早い時間に着くバスもあるの
で、始業時間まで時間を有意義に使うことが
できます。
　かなり距離があるけどどうしても通学して
学びたいという方はぜひシャトルバスを利用
して通学してみてください。
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スプリングチャレンジ　 育英祭

部活動 スキー ･スノーボード教室

学園生活を思い切り楽しもう！

　令和 2 年度から、英進進学コース入学生
全員に iPad（セルラー型）を配布。場所を
選ばず、さまざまな形で活用されています。
　授業支援アプリ MetaMoJi ClassRoom 
の導入により、授業においてリアルタイム
での添削やアドバイス等の授業支援、およ

令和2年度から1年生全員、
一人一台の iPadを活用しています！

＊一部の学校行事は、今後の感染症の拡大状況によって実施しない場合があります。

び学習課題のペーパーレス化を行っていま
す。また、授業中以外でも宿題の配信など
家庭での学習ツールとして活用し、学力の
向上を図ります。タブレットはセルラー型
なので、校内や家から離れたところでも使
用可能です !
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