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IBワールドスクールの一員として、仙台育英学園は IBプログラムを通して生徒たちがグローバルシティズンと

しての国際感覚を身に着けて欲しいと願っています。仙台育英学園は、1905年に加藤利吉先生によって創立され

ました。下記の 3 Beは、仙台育英学園の中で IBを学習している者が修得すべき態度であり、IBの使命と仙台育

英学園の建学精神の両方から具現化された「理想の生徒像」です。 
 
As an IB World School, our desire is that students will develop international mindedness in throughout the IB programmes at 

Sendai Ikuei Gakuen. Sendai Ikuei Gakuen was founded by principal Rikichi Katoh in 1905. The following 3 Be's are the 

attributes that IB students at Sendai Ikuei Gakuen embody and represent the model student as outlined in both the IB mission 

statement and the founding values of Sendai Ikuei Gakuen.   
 

 

Be sincere and confident global communicators  

誠実で自信を持ち、グローバルな視点で意見を発言できる人であること 

Be responsible in our learning  

学びに対して責任を持つこと 

Be innovative in addressing local and international issues in our community  

地域社会と国際社会における諸問題の解決に革新的態度で取り組むこと 

 

 

仙台育英学園は、言語は文化を学ぶために必要不可欠なツールであると考え、言語学習を行っております。仙

台育英学園の設置する秀光中学校ならびに仙台育英学園高等学校は多様な文化的・言語的バックグラウンドを持

つ留学生が 150 人以上在学しておりますが、 学校教育法第一条に定められた学校であり、在校生の多くが日本語

を母語としています。従って、国の学習指導要領に基づく学習内容の提供と母国語（日本語）での理解力・コミ

ュニケーション力を高めることを第一の目標としています。（言語方針参照）。これは、異文化を理解して共感

できるようになるためには、まず自分の母国語や文化を深く理解する必要があると考えているためです。加えて、

仙台育英学園では、IB を担当する全ての教職員がそれぞれの教育活動の中で生徒の言語能力を伸長させる役割を

担っています。 

以上のことから、秀光中学校・仙台育英学園高等学校では日本語を使用した各教科での学びをベースとしなが

ら、英語学習や各教科の英語によるイマ―ジョン授業を行っています。 

 

We at Sendai Ikuei Gakuen undertake language learning, convinced that it is an essential tool for cultural 

understanding. Sendai Ikuei Gakuen in partnership with Shukoh Junior High School (accreditation pending 

2021) are categorised as Article 1 schools according to the Japanese School Education Law. Although more 

than 150 international students from diverse cultural and linguistic backgrounds attend the school, most students 

are native speakers of Japanese. For this reason, our primary goal is to facilitate learning based on the national 

curriculum guidelines and to improve students' understanding and communication skills in their native 

language of Japanese (see Language Policy). This is also because we believe that in order to be able to 

understand and empathize with other cultures, we must first have a deep understanding of our own native 

language and culture. In addition, all IB teachers at Sendai Ikuei Gakuen play an important role in the 

development of students' language skills and strive to help students acquire their native language of Japanese in 

addition to English. To this end, Shukoh Junior High School and Sendai Ikuei Gakuen provide English 

language classes, immersion English classes, as well as languages other than English.  
 
 
 
 
 
 

母語の発達 

Mother Tongue Development 
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2021 年現在、秀光中学校には入学前から高度な英語学習に取り組んでいる生徒が在学している一方で、入学後

に本格的な英語学習を開始する生徒も在学しております。そのため、生徒の個々の英語力に応じた学習システム

を構築しています。この学習システムを適切に運用するため、英語の外部試験（TOEFL、英語検定など）も取り

入れています。外国語（英語）の授業では各自のレベルに適したクラスが編成されることになります。具体的に

は、生徒は 2つの連続したフェーズが混在する MYP英語習得クラスに毎年度クラス編成されます。 

例えば、英検 2 級相当で秀光中学校に入学する生徒は、MYP 英語習得クラスを第 4 フェーズ（中級）で開始し

ます。当該クラスには第 3フェーズ（英検準 2級相当）の生徒も編成されることになります。第 4フェーズで開始

した生徒が、学習評価を通じて順調に各フェーズのレベルに到達していることを確認できた場合、秀光中学校卒

業時点には MYP 英語習得の最終フェーズである第 6 フェーズ（英検準 1 級相当）を修了します。秀光中学校卒業

後に内部選抜試験を経て仙台育英学園高等学校秀光コースへ進学した際には、当該生徒に対して DP（Diploma 

Programme、高校 2 年次から開始する IB 学習プログラム）における英語 B の準備のためのエクステンション英語

クラスを提供します。 

生徒の進捗度はプログラム全体を通して下記表１のとおり体系的に定められており、各フェーズの目標（また

は英語の外部試験の公式スコア）への到達が証明されると、生徒は次のフェーズに編成されます。ただし、グル

ープワークなどを円滑に実施するために、クラスの人数が少ない場合はクラス編成を行わないことがあります。 

 

We recognise that each student begins junior high school with varied 

exposure to English. As a result, we have developed a programme that is 

tailored to the needs of each student. In order to ensure that this programme 

is appropriate, we assess the four skills of English (reading, writing, 

speaking and listening) through the Shukoh Junior High School entrance 

examination, post-entrance assessment tests, and official scores on 

external English language tests such as TOEFL and the English Language 

Proficiency Test. Assessment of the four skills is based on international 

standards and students are placed in classes appropriate to their level. 

Specifically, students are placed each year in an MYP English Language Acquisition class, which consists of no 

more than two sequential phases.  

For example, a student who enters Shukoh Junior High School with Eiken Grade 2 will commence MYP English 

Language Acquisition classes in phase 4 (“Capable”). Students in Phase 3 (Eiken Grade Pre-2 or equivalent) may 

also be placed in this class. Students who start in Phase 4 and successfully complete each of the phases will 

complete Phase 6 of the MYP English learning program upon graduation from Shukoh Junior High School. After 

graduating from Shukoh Junior High School and passing the internal examinations, students who enter the Shukoh 

Course at Sendai Ikuei Gakuen High School will be provided with an extension English class to prepare them for 

the English B component of the Diploma Programme (DP), which is begins in the second year of high school. 

Students' progress is systematically measured throughout the program as shown in Figure 1 below, and upon 

demonstration of achievement in each phase (or official score on an external English exam), students are placed 

in the next phase. *NB: Low student numbers of specific phases may restrict the facilitation of streamed classes. 
ℨ 

  

英語の習熟度別クラス編成について 

Streamed English Classes 
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【表１】英語の言語習得フェーズ（段階）（2022 年） 

Figure 1: English Language Acquisition Phases (from 2022) 

 
 

MYP CEFR 英検 
TOEFL 

Primary 
TOEFL Junior TOEFL iBT IELTS TOEIC 

フェーズ１  

 

初級 

Emergent 

Pre-A1 
 

~101 
    

フェーズ 2 A1 英検 3 級 101-106 

(reading) 

101-104 

(listening) 

TOEFL Junior 

600-650 

TOEFL iBT 0-20 
 

 
255 - 400 

フェーズ 3  

 

中級 

Capable 

A2 英検準 2 級 107-113 

(reading) 

105-112 

(listening) 

TOEFL Junior 

650-730 

TOEFL iBT 20 IELTS 0-

4.0 
 

255 - 400 
 

フェーズ 4 B1 英検 2 級 114-115 

(reading) 

113-115 

(listening) 

TOEFL Junior 

730-780 

TOEFL iBT 45 IELTS 5.0 
 

405 - 500 

フェーズ 5  

上級 

Proficient 

B1+ 英検 2 級 A 
 

TOEFL Junior 

785-840 

TOEFL iBT 61 IELTS 6.5 
 

505-600 

フェーズ 6 B2 英検準 1 級 
 

TOEFL Junior 

845-900 

TOEFL iBT 80 
 

IELTS 6.0 
 

605-700 

エクステン

ション英語 

言語と文学 

 
C1 英検 1 級 

  
TOEFL iBT 100 IELTS 6.5 705-780 
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(1) イマージョン教育 

秀光中学校・仙台育英学園高等学校秀光コースでは、アカデミック

な英語力向上と、異なる分野の知識と理解を深める機会を提供するこ

とを目的に、各生徒の英語力に応じた英語習得指導に加え、英語を母

国語とする教職員によるイマージョン授業を複数の教科で提供してい

ます。例えば、2022年 4月の秀光中学校入学生はデザイン（技術）と

外国語（英語）の授業を全て英語で受講し、さらに数学、体育、美術

の授業を週 1回英語で受講する予定です。これらの授業は日本語と英

語での各教科の知識と言語をそれぞれ強化するために、日本語担当の

教職員と英語担当の教職員が各教科で連携して行います。 

 

(2) ウェブリオ（オンライン英会話） 

秀光中学校ではオンラインでフィリピンのネイティブ講師と一対一で英会話の実習ができるウェブリオを英

語の授業の中で実施しております。シチュエーションに応じて使える単語・文法などを、ネイティブ講師と英

語でコミュニケーションをとる演習ができます。英語を用いて異文化交流ができ、リスニングとスピーキング

のスキルを向上できます。夏休みを合わせて年間 13回程度受講が可能です。 

  

(3) English Language Diploma Programme（ELDP） 

仙台育英学園高等学校の DP受講生（高校 2・3年次）の中には、高度な英語力（MYP英語習得クラスでいう

第 6フェーズ以上のレベル）を有する生徒が複数名おり、このような生徒を対象に、国語教科を除いた全教科

で英語による授業を行う ELDPも多賀城校舎で開講されています。MYPの卒業生は、高校 2年次に多賀城校舎

設置の ELDPに編入することで受講可能になります。 

宮城野校舎の日本語と英語の Dual Language Diploma Programme（DLDP）と同様に、この ELDPにおいても将

来的に理系科目（化学、物理、生物）の Higher Levelを設置するなど、英語で学べる科目の種類を増やしていく

構想があります。 

 

(1) Immersion Education 

Shukoh Junior High School and Sendai Ikuei Gakuen Shukoh Course aim to provide students with 

opportunities to improve their academic English and to deepen their knowledge and understanding of different 

fields. For example, students entering Shukoh Junior High School in April 2022 will take Design (Technology) 

and foreign language classes all in English, as well as Math, Physical Education and Art classes once a week 

in English. Both Japanese and English-speaking teachers will work together in each subject area  

in order to reinforce knowledge and language skills in both languages. 

 

(2) Weblio (Online English conversation course) 

At Shukoh Junior High School, we offer Weblio, an online English conversation course that allows students 

to practice speaking English one-on-one with a teacher from the Philippines. Students can practice 

communicating in English with a native teacher depends on the situation. Students brush up on their listening 

and speaking skills while having the opportunity to interact with other people from other cultures in English. 

Students can take this class about 13 times a year, including during summer vacation. 

  

英語による学びについて 

 English Language Studies 
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(3) English Language Diploma Programme（ELDP） 

 

Sendai Ikuei Gakuen High School has a number of students who have a high level of English proficiency 

(Phase 6 or higher in the MYP English Acquisition Class), and we also offer an ELDP to these students in 

their second and third years of high school, in which all subjects except Japanese are taught in English. In the 

second year of high school, graduates of MYP 

can take this course by transferring to the ELDP 

at the Tagajo campus. 

Similar to the Japanese and English Dual 

Language Diploma Programme（DLDP）at the 

Miyagino campus, there is a plan to increase the 

number of subjects that can be taught in English 

through the ELDP in the future, such as by adding 

a science-based subject (Chemistry, Physics, and 

Biology) at Higher Level. 

 

 

ＭＹＰでのイマージョン授業（2022 年実施予定） 

Immersion English subjects in the MYP (from 2022) 

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 

国語      Japanese 国語      Japanese 国語      Japanese 国語          Japanese 

地理     Geography 

歴史     History 

地理     Geography 

歴史     History 

公民     Civics 

歴史     History 

現代社会 

Contemporary Society 

数学（週１英語） 

Math (1 class / week) 

数学（週１英語） 

Math (1 class / week) 

数学（週１英語） 

Math (1 class / week) 

数学 I II A 

Math 

理科 

Science 

理科 

Science 

理科 

Science 

物理基礎 化学基礎 

生物基礎 

Physics    Chemistry    Biology     

音楽 

Music  

音楽 

Music  

音楽 

Music  

音楽 I（隔週１英語） 

Music (1 class / week) 

美術（週１英語） 

Art (1 class / week) 

美術（週１英語） 

Art (1 class / week) 

美術（週１英語） 

Art (1 class / week) 

美術（週１英語） 

Art (1 class / week) 

保健体育 

（体育は週１英語） 

PE (1 class / week) 

保健体育 

（体育は週１英語） 

PE (1 class / week) 

保健体育 

（体育は週１英語） 

PE (1 class / week) 

保健体育 

（体育は週１英語） 

PE (1 class / week) 

技術・家庭 

（技術は全て英語） 

Design (all English) 

技術・家庭 

（技術は全て英語） 

Design (all English) 

技術・家庭 

（技術は全て英語） 

Design (all English) 

家庭基礎 

Home Economics 

外国語 

（外国語は全て英語） 

English 

外国語 

（外国語は全て英語） 

English  

外国語 

（外国語は全て英語） 

English  

コミュニケーション英語 I II 

英語表現 I 

English 
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DLDP の提供科目（2022 年実施予定） 

 DLDP Subjects (from 2022) 

コース 

グループ名 

秀光コース 

科目名[レベル](左：文系、右：理系) 言語 

Ⅰ 言語と文学（母国

語） 

文学[HL] 文学 [SL] 日本語 

Ⅱ 言語習得（外国語） 英語Ｂ[HL]   英語 

Ⅲ 個人と社会 歴史 [HL] 歴史 [SL] 日本語 

Ⅳ 理科 
生物 [SL] 化学 [HL] 日本語 

 物理[SL]/生物[SL] 日本語 

Ⅴ 数学 解析とアプローチ[SL] 解析とアプローチ[HL] 
[SL]   [HL] 

日本語／英語 

Ⅵ 芸術 音楽 [SL]  英語 

コア科目 

課題論文 （EE） 日本語 

知の理論（TOK） 日本語 

創造性，活動，奉仕（CAS） 日本語 

 

ELDP の提供科目（2022 年実施予定） 

ELDP Subjects (from 2022) 

コース 

 

グループ名 

 

外国語コース 

The name of subject Language 

Ⅰ Language and Literature English A- Language and Literature [HL] English 

Ⅱ Language Acquisition Japanese B [HL] Japanese 

Ⅲ Individuals and Society History- Asia and Oceania [HL] English 

Ⅳ Science Biology [SL] English 

Ⅴ Math Mathematics Analysis and Approaches [SL] English 

Ⅵ Arts Visual Arts/Music [SL] English 

Core Subjects 

EE (Extended Essay) English 

TOK (Theory of Knowledge) English 

CAS (Creativity, Activity, Service) English 

 

略号 ＨＬ：ハイレベル，ＳＬ：スタンダードレベル 
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2021 年 4 月から、ESS 部所属の中学１年次から高校 1 年次までの生徒を対象として、MYP 英語習得クラス（初

級・中級・上級）に応じた習熟度別での放課後課外講習（1回あたり 60分）を週 1回提供しています。 

この課外講習では、グローバルシティズンの養成に加えて、コミュニケーションスキル、社会性スキル、批判

的思考スキルや他の科目で学んだことを応用する転移スキルを伸長させることを目的としています。 

なお、この課外講習におけるクラス編成は中学 1 年次から高校 1 年次までの学年横断となり、1 期（6 か月）ご

との各クラスの定員は 20名までとなります。 

 

Starting in April 2021, we will offer after-school classes (60 minutes) for students in the English club who 

would like to further develop their English skills. The classes will be once a week and are offered at the beginner, 

intermediate, and advanced levels).  

With a focus on discussion and communication, students will gain further opportunities to develop as global 

citizens, apply their learning from other subjects, and practice communicating their ideas and opinions in 

English, as well as developing their social, critical thinking, and transfer skills.  

The classes will be composed of students from the first year of junior high school to the first year of high 

school, and is limited to 20 students in each class per term (6 months).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英語の課外講習について 

Extra-curricular English classes 


