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光の子として歩みなさい
Walk as Children of Light

充実した教育環境から広がる無限の可能性。
本校は1908年（明治41年）に創設された、秋田県内で唯一のミッションスクール、そして女子校です。

生徒の個性と感性を大切に、健やかな心を育みながら、生徒自身に秘められた可能性を伸ばす教育を

実践しています。

宗教教育

国際理解教育

学習指導

キリスト教の精神を基盤に、自分も人も大切にできる人間に育てます。

世界的視野をもった生徒に育つ国際教育を推進しています。

各コースに応じた取り組みで、学力の向上を図っています。

女子教育

一貫教育

部活動

作法を身に付け、豊かな心をもった女性へと成長させます。

聖霊女子短大から講師を招くなど、連携した教育を行っています。

学年を越えた仲間と共に、学びや感動を共有することができます。

1908年　私立楢山幼稚園を開園する。

1909年　私立女子職業学校を開校する。

1915年　私立聖霊学院女子職業学校と改称する。

1928年　私立聖霊高等女学院となる。

1948年　新学制による聖霊高等学校となる。

1954年　短期大学設置に伴い聖霊女子短期大学付属高等学校と改称する。

2008年　聖霊学園創立100周年を迎える。
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国際コース
International Course

■ 外国人教師による少人数制授業
■ 充実の資格検定対策
■ 卒業制作としての 1,000 語エッセイ
■ 校内英語スピーチコンテスト
■ 国際理解のための特別講座
■ オーストラリア語学研修

英語力を養うスーパー学習プログラム
グローバルな環境で英語を使う

進学に役立つ英検・GTEC・TOEIC・TOEFL

3 年間の成長を自己の英語で語る

世界に視野を広げ、プレゼンテーション能力を磨く

大学・短大からの外国人講師

ホームステイによる姉妹校での異文化体験

…………

……………………………

…

……………

…………………

……………………

国際コース3年

本郷 愛奈〈太平中出身〉

国際コースでは、英語の力を伸ばす
ことができます。外国人の先生によ
る日々の授業や留学生との交流、
オーストラリアへの語学研修旅行を
通して、私は英語は世界と自分をつ
なぐ大切なツールだと実感していま
す。また、世界に目を向け、様々な
文化を学ぶことで、視野を広げるこ
とができます。さらに、クラスが３
年間変わらないことで、クラスメイ

トとの絆が深まり、私は一生の友達を見つけることができま
した。「英語が好き！」「英語力を高めたい！」その気持ちの
強さはあなたを国際コースで輝かせてくれるでしょう。

国際教養大、上智大、同志社大、
早稲田大などへ進学

●大学・短大合格実績

国公立大学

私立大学

〈2020年3月卒〉 29名

国際教養大学………… 3
北海道教育大学……… 1

短期大学
聖霊女子短期大学…… 4
洗足こども短期大学… 1

山形県立米沢女子短期大学… 1
仙台青葉学院短期大学… 1

高崎経済大学………… 1
秋田大学……………… 3

秋田公立美術大学…… 1
新潟県立大学………… 1

〈2017年3月～2020年3月卒〉  ※過年度卒含む

国公立大学：1　私立大学：22　短期大学：1　専門学校：3
就職：1　進学準備：1

上智大学  …………… 11
同志社大学…………… 4
東北学院大学………… 2
東北芸術工科大学…… 3
城西国際大学………… 1
専修大学……………… 1
フェリス女学院大学… 1
東海大学……………… 2
南山大学……………… 4

早稲田大学…………… 2
日本赤十字秋田看護大学… 4
宮城学院女子大学…… 2
女子栄養大学………… 1
聖心女子大学………… 8
恵泉女学園大学……… 3
大妻女子大学………… 1
神奈川大学…………… 4
京都女子大学………… 2
　　　　　　　　　　　  ほか

サンチェス・ペレス先生
Nora Hilda Sanchez Perez

外国語の学習を通して、母語の力を高める
ことができます。英語を通して日本語の力
を伸ばしましょう。

ジョナサン・ロビン先生
Jonathan Lovin

英語は役に立ちます。英語を学ぶことも楽
しいこと。本校で一緒に楽しく英語を学び
ましょう。

世界でチカラを

発揮しよう

在校生在校生

私は、幼いころから外国の文化や英
語に興味があり、さらなる英語探究
のために国際コースを選びました。
国際コースは、英語の学習環境がと
ても充実しています。また、オース
トラリア語学研修では異文化や多様
な価値観に触れるという大変貴重な
経験ができます。私は国際コースで
語学への関心が高まり、現在は大学

でスペイン語を専攻しています。国際コースで得たものは、
私の将来の夢の実現に繋がると信じています。

卒業生卒業生 2019年度　国際コース卒業

上智大学　外国語学部　イスパニア語学科

加藤 愛結さん〈八郎潟中出身〉Message Message

1年次の時間割〈例〉

※コミ英：コミュニケーション英語　　※英表：英語表現
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特別進学コース
Advanced Course

特別進学コース3年

岡竹 志織〈秋大附中出身〉

特別進学コースでは、大学進学という
目標に向かい１人ひとりが努力するた
めの環境が整っています。通常授業に
加えて朝学習やゼミなど学習時間が確
保でき、勉強合宿や補習など学習面で
のサポートが充実しています。先生方
は私たちが理解できるまで丁寧に教え
てくださり、私たちを様々な面から支
えて下さいます。また、学校生活や学
校行事を楽しみながら、勉強とのメリ
ハリを持って互いに高め合える素敵な
友人がたくさんいます。私たちは日々

あたたかなサポートのもと、志望校合格に向けて努力を積み重
ねています。みなさんもこの特別進学コースに入れば、きっと
自分の進路が広がっていくはずです。

志望校突破への

道づくり

在校生在校生

聖霊高校で過ごした私の高校生活
は、忘れられない良い思い出になり
ました。様々な行事や聖霊高校なら
ではの奉仕活動を通して、友人との
絆を深めただけでなく、人のために
活動することの大切さを学びまし
た。また、親身に相談に乗ってくだ
さった先生方のおかげで、目標を達
成するための大きな第一歩を踏み出

すことができました。私はこの三年間で、精神的に大きく成
長したことを実感しています。

卒業生卒業生 2019年度　特別進学コース卒業

秋田大学　医学部　医学科

鈴木 里佳さん〈泉中出身〉

■ 充実したカリキュラム
■ レベルの高い授業
■ 勉強合宿で学習習慣を定着
■ 朝学習や長期休みの補習

北海道大、東北大、お茶の水女子大、
秋田大、上智大などへ進学

●大学・短大合格実績

国公立大学

私立大学

めざすは国公立大学や難関私立大学

個々の必要に応じた放課後ゼミ学習、土曜日も授業

大学入学共通テストや大学の一般入試に対応

入学直後と 1年夏休みに実施することで学習方法の悩みを解決

ドリル形式から実践まで幅広い問題に対応、
2年夏休みには塾講師の講義も経験

……………………

……………………………

……………

………………

〈2020年3月卒〉 27名

短期大学

〈2017年3月～2020年3月卒〉  ※過年度卒含む

国公立大学：7　私立大学：16　短期大学：2　専門学校：1　進学準備：1

東北大学……………… 3
お茶の水女子大学…… 1
秋田県立大学………… 4
北見工業大学………… 1
弘前大学……………… 2
山形大学……………… 4

上智大学……………… 4
法政大学……………… 2
津田塾大学…………… 1
立命館大学…………… 2
日本大学……………… 1
駒澤大学……………… 4
聖心女子大学………… 3
日本赤十字秋田看護大学… 16

北海道医療大学……… 4
東北福祉大学………… 3
東京農業大学………… 2
南山大学……………… 2
青山学院大学………… 3
麻布大学（獣医）……… 1
同志社大学…………… 1
昭和薬科大学………… 1

東洋大学………………3
専修大学………………1
成蹊大学………………1
秋田看護福祉大学 … 10
東北学院大学…………2
女子栄養大学…………2
東海大学………………2
　　　　　　　　　　　  ほか

聖霊女子短期大学  … 11
上智短期大学………… 1
長野県立短期大学…… 1

聖園学園短期大学…… 1
会津大学短期大学部… 1
　　　　　　　　　　　  ほか

釧路公立大学………… 1
青森県立保健大学…… 1
北海道大学…………… 1
秋田大学  …………… 19
秋田公立美術大学…… 3
北海道教育大学……… 1

岩手大学……………… 6
新潟大学……………… 1
青森公立大学………… 1
新潟県立大学………… 1
　　　　　　　　　　　  ほか

Message Message

1年次の時間割〈例〉
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■ 充実したカリキュラム
■ レベルの高い授業
■ 勉強合宿で学習習慣を定着
■ 朝学習や長期休みの補習

北海道大、東北大、お茶の水女子大、
秋田大、上智大などへ進学

●大学・短大合格実績

国公立大学

私立大学

めざすは国公立大学や難関私立大学

個々の必要に応じた放課後ゼミ学習、土曜日も授業

大学入学共通テストや大学の一般入試に対応

入学直後と 1年夏休みに実施することで学習方法の悩みを解決

ドリル形式から実践まで幅広い問題に対応、
2年夏休みには塾講師の講義も経験

……………………

……………………………

……………

………………

〈2020年3月卒〉 27名

短期大学

〈2017年3月～2020年3月卒〉  ※過年度卒含む

国公立大学：7　私立大学：16　短期大学：2　専門学校：1　進学準備：1

東北大学……………… 3
お茶の水女子大学…… 1
秋田県立大学………… 4
北見工業大学………… 1
弘前大学……………… 2
山形大学……………… 4

上智大学……………… 4
法政大学……………… 2
津田塾大学…………… 1
立命館大学…………… 2
日本大学……………… 1
駒澤大学……………… 4
聖心女子大学………… 3
日本赤十字秋田看護大学… 16

北海道医療大学……… 4
東北福祉大学………… 3
東京農業大学………… 2
南山大学……………… 2
青山学院大学………… 3
麻布大学（獣医）……… 1
同志社大学…………… 1
昭和薬科大学………… 1

東洋大学………………3
専修大学………………1
成蹊大学………………1
秋田看護福祉大学 … 10
東北学院大学…………2
女子栄養大学…………2
東海大学………………2
　　　　　　　　　　　  ほか

聖霊女子短期大学  … 11
上智短期大学………… 1
長野県立短期大学…… 1

聖園学園短期大学…… 1
会津大学短期大学部… 1
　　　　　　　　　　　  ほか

釧路公立大学………… 1
青森県立保健大学…… 1
北海道大学…………… 1
秋田大学  …………… 19
秋田公立美術大学…… 3
北海道教育大学……… 1

岩手大学……………… 6
新潟大学……………… 1
青森公立大学………… 1
新潟県立大学………… 1
　　　　　　　　　　　  ほか

Message Message

1年次の時間割〈例〉

国語
総合B

※コミ英：コミュニケーション英語

保健

礼法
探究

国語
総合Ａ

生物
基礎

数学
Ａ

化学
基礎

数学
Ⅰ・Ⅱ
英語
表現Ⅰ

国語
総合Ａ

コミ英
Ⅰ
国語
総合B

ゼミ

宗教

数学
Ⅰ・Ⅱ
現代
社会

音楽
Ⅰ

体育

HR

ゼミ

コミ英
Ⅰ

生物
基礎

国語
総合Ａ

化学
基礎

英語
表現Ⅰ

体育

数学
Ⅰ・Ⅱ

社会と
情報

コミ英
Ⅰ
社会と
情報

数学
Ａ

家庭
基礎

家庭
基礎

ゼミ

音楽
Ⅰ

現代
社会

国語
総合B

数学
Ⅰ・Ⅱ

コミ英
Ⅰ
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総合進学コース
General Course

総合進学コース3年

佐藤 めるしい〈城東中出身〉

総合進学コースは、７時間目の授業
や土曜日の授業がないため、他コー
スよりも部活動をはじめとする多く
の活動に時間を費やすことができま
す。私はフェンシング部に所属して
いますが、勉強と部活動の両立を果
たせるよう、努めています。
また、総合進学コースには２・３年
次から選択授業があります。受験に
必要な学力を伸ばしたり、興味関心

のあることについて、深く学んだりすることができます。
このように、幅広く学習したい人や一つの物事を深く追求し
たい人には最適です。

見つかる、育つ、

将来のワタシ

在校生在校生

総合進学コースの魅力の一つは、進路選択
の幅が広く、希望進路に合った学習環境が
整っていることです。2・3年次には、目指す
進路に必要な内容の学習を選択すること
ができます。私は、入学時から大学進学を
希望していたので、英語探究と国語演習を
選択しました。どちらの科目も、沢山の問題
を解くことで応用力を養うことができまし
た。受験の際には、先生方が親身になって
サポートしてくださり、志望校に合格した

ときには、自分のことのように喜んでくださいました。
その他、資格の取得や課外活動にも挑戦しやすく、私は検定にチャレン
ジしたり、ボランティア活動に積極的に参加したりしました。

卒業生卒業生 2019年度　総合進学コース卒業

聖心女子大学現代教養学部

藤根 沙朱さん〈男鹿東中出身〉

■ 多様な「選択科目」で幅広い進路に対応

■ 勉強と部活動の両立

■ 将来を見据えた資格取得

■ 芸術教科で育む豊かな心

『じっくりと考える自分の将来』

岩手大、秋田県立大、聖心女子大、
看護系大などへ進学

●大学・短大合格実績

国公立大学

私立大学

幅広い進路に合わせたカリキュラム

・教養系（語学、教育　など）
・医療系（看護、介護　など）
・芸術系（音楽、美術）
・ビジネス系（就職、情報　など）

〈2020年3月卒〉 138名

秋田県立大学………… 2

日本赤十字秋田看護大学  … 9
東洋大学……………… 1
亜細亜大学…………… 1
東北学院大学  ……… 14
宮城学院女子大学…… 5
ノースアジア大学…… 8
城西大学……………… 1
三育学院大学………… 2

聖心女子大学………… 6
白百合女子大学……… 2
神奈川大学…………… 1
南山大学……………… 1
日本大学……………… 2
専修大学……………… 1
同志社大学…………… 2
東北福祉大学………… 2

仙台白百合女子大学… 2
女子栄養大学………… 2
城西国際大学………… 6
聖徳大学……………… 1
大妻女子大学………… 2
昭和音楽大学………… 3
鎌倉女子大学………… 1
　　　　　　　　　　　  ほか

短期大学
聖霊女子短期大学  … 84
上智短期大学………… 1

仙台青葉学院短期大学…3
聖園学園短期大学  … 37

埼玉女子短期大学…… 1
　　　　　　　　　　　  ほか

専門学校
秋田県立衛生看護学院… 2
秋田市医師会立秋田看護学校…14

由利本荘看護学校… …4
中通高等看護学院………17

秋田しらかみ看護学院…12
　　　　　　　　　　　  ほか

秋田公立美術大学…… 2

〈2017年3月～2020年3月卒〉  ※過年度卒含む

国公立大学：2　私立大学：48　短期大学：30
専門学校：43　就職：14　進学準備：1

Message Message

2年次の時間割〈例〉

日本史
B

※コミ英：コミュニケーション英語

選択
Ⅱ

選択
Ⅰ

選択
Ⅱ

選択
Ⅰ

現代文
B

保健

総合的な
探究の時間

コミ英
Ⅱ

体育

数学
Ⅱ

日本史
B
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B

化学
基礎

化学
基礎

日本史
B

古典
B

HR

古典
B

芸術
選択

数学
Ⅱ

体育

コミ英
Ⅱ

芸術
選択

日本史
B

家庭
総合

コミ英
Ⅱ

宗教

現代文
B

家庭
総合
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Only in Mission School ミッションスクールならではの習慣や行事が盛りだくさん。　いずれもカトリックの精神に基づく人間教育の一環です。

総合進学コース3年
佐々木 琴葉
〈外旭川中出身〉

年間を通して行われる宗教
行事は、キリスト教への理
解を深める貴重な体験の機
会を与えてくれます。宗教
の授業では聖書を用いて学
びますが、聖書の中には、
自分がどのように生きるべ
きかを考えさせられる教え
が詰まっており、私はそれ

を読み解く時間が好きです。
そしてその学びを日常生活に
いかすことで物事を広い視野
で捉えることや他者を思いや
る行動が身につきました。私
は「隣人を自分のように愛し
なさい」という教えに共感し、
常にそうありたいと心がけて
います。

お祈りと聖歌から1日
が始まります。静かに
落ち着いた雰囲気で
授業に臨んでいます。

キリスト教で最も大切にし
ているお祈りです。毎月
1回の月例ミサと学校で
最も大切にしている「聖
霊降臨祭のミサ」があり
ます。

International F
riendship今こそ、世界とふ

れあうチャンス！
　新しい自分を発

見しよう！

これまで身につけた語学力を試す良い機会です。こ
の研修旅行がきっかけで、語学力の向上だけではな
く、精神的にも大きく成長し、将来への重要なステッ
プとなります。

オーストラリア
姉妹校との交流
研修生来校
姉妹校から研修生を受け入れ本校の家庭がホス
トファミリーとなり、滞在をサポートしています。
学校では聖霊生とほぼ同じ授業を受けます。

国際コース3年

私の留学生活
齊藤 光希〈秋田南中出身〉

約二ヶ月間の留学生活は自分自身を大きく成長させてくれま
した。オーストラリアの生徒たちの中で一人で授業を受け、
英語でノートを取ったり、授業内容を考え、友達とそれを話
し合うことで主体的に行動できるようになり、自信がつきま
した。毎日新しい発見があり、現地の友達やホストファミリー
のおかげで大変充実した留学生活を送ることができました。
この経験は一生の思い出です。

オーストラリア
語学研修

国際コース2年生全員でオースト
ラリアの姉妹校へ！
ホームステイ体験で、日本と異
なる習慣や文化など、たくさん
のことを学ぶ研修です。

ホームステイ体験

Welcome!

日本語講座や書道、

茶道などの日本文化を

通して交流を深めます

国際交流

両校ともビクトリア州に位置し、長い歴史と伝統を持つカト
リック学校です。ともに７年生（中1）から12年生（高３）までの
生徒が学んでおり、交換留学と語学研修を通して活発な交
流を続けています。

日本におけるキリスト教伝来の地で、教会で
のミサや異国情緒に触れ、キリスト教への理
解を深めます。また、被爆者の体験談や原爆
資料館の見学など、戦争の悲惨さを実感し、
国際平和への関心を高めます。
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まだまだあります。ミッションスクールならではの　行事や活動。

全国優勝など輝かしい実績を持つフェンシング部や、
バレーボール部、テニス部、卓球部などの運動部。
定期演奏会を行い、コンクールにおいても上位入賞を
果たしている合唱部や吹奏楽部などの文化部。
それぞれに活発な活動を続けています。

センパイたちの主な実績

吹奏楽部

チームメイトと
一緒にいい汗を！

運動部

まだまだあります！文化部！

個性を生かして
自分らしく！

文化部

夢中になれるアツい日々が
待っているよ！

アツくな
れ！

Club Activities

仲間たちと

フェンシング部
2020 春の全国選抜大会　※中止
2020 北海道・東北高校選抜大会
 ／フルーレ団体優勝（11年連続16回目）
 ・エペ団体優勝（4年連続4回目）
2019 南九州インターハイ／団体優勝・個人フルーレ3位
2019 東北高校選手権大会／団体優勝（10年連続）、
 個人フルーレ・エペ優勝・準優勝
2019 全県高校総体／団体優勝（24年連続38度目）
2019 春の全国選抜大会出場（13年連続24回目）
 ／フルーレ団体優勝（2年連続3回目）
 ・エペ団体優勝（3年連続3回目）
2018 東海インターハイ／団体準優勝・個人フルーレ優勝
2017 南東北インターハイ／団体優勝・個人エペ優勝

テニス部
2019 全県新人大会／団体優勝
2019 南九州インターハイ／出場
2019 東北高校選手権大会／団体準優勝・シングルス優勝
2019 全県高校総体／団体優勝（19年連続27回目）
2019 春の全国選抜大会出場（3年連続20回目）
2019 全国私学選手権大会／出場
2018 東北選抜高校大会／準優勝

卓球部
2020 春の全国選抜大会／シングルス　※中止
2019 全県新人大会／団体3位・ダブルス準優勝
2019 東北高校選手権大会／シングルス出場
2019 中央支部総体／団体準優勝
2019 春の全国選抜大会／シングルス出場
2018 全県新人大会／団体4位
2017 東北高校選手権大会／シングルス出場

バレーボール部
2020 全国私学選手権大会　※中止
2020 全県新人大会／優勝（東北大会出場）
2019 全県高校総体／3位
2018 春高バレー秋田県予選／準優勝
2018 東北高校選手権大会／出場
2018 全国私学選手権大会／出場

ソフトボール部
2018 中央支部新人／準優勝
2017 全県新人大会／3位

バスケットボール部
2019 中央支部新人／ベスト8
2018 中央支部新人／ベスト8

剣道部
2019 中央支部新人／団体3位

吹奏楽部
2019 全日本吹奏楽コンクール県大会／銀賞
2019 全日本吹奏楽コンクール中央支部大会／金賞
2018 全日本吹奏楽コンクール県大会／銀賞
2018 全日本吹奏楽部コンクール中央支部大会／金賞
2017 全日本吹奏楽コンクール県大会／銀賞
2017 全日本吹奏楽部コンクール中央支部大会／金賞

合唱部
2020 AKITAヴォーカルアンサンブルコンテスト／金賞
2019 全日本合唱コンクール東北大会／優良賞
2019 全日本合唱コンクール秋田県大会／金賞
2019 AKITAヴォーカルアンサンブルコンテスト／金賞
2018 全日本合唱コンクール東北大会／優良賞
2017 全日本合唱コンクール東北大会／優良賞
2017 声楽アンサンブルコンテスト全国大会／優良賞

美術部
2020 全国高校総合文化祭（WEB SOBUN）
 ／絵画部門出品
2020 秋田・南秋地区高校美術連盟展
 ／絵画部門連盟賞2作品
2019 秋田県高校総合美術展／絵画部門特賞・推奨
2018 秋田県高校総合美術展／推奨4作品
2018 全国高校総合文化祭／彫刻部門出品
2017 全国高校総合文化祭／絵画部門出品

書道部
2019 秋田県高校総合美術展／推奨1作品
2019 全県高校席書大会／1等2作品
2019 秋田県新春書初め席書大会／特選3作品
2018 秋田県高校総合美術展／推奨3作品
2018 全県高校席書大会／1等4作品
2017 秋田県高校総合美術展／推奨1作品

写真部
2019 秋田県高校総合美術展／推奨1作品
2018 秋田県高校総合美術展／推奨5作品

ワープロ部
2019 秋田県高校新人競技大会／団体4位
2018 秋田県高校競技大会／団体準優勝（東北大会出場）
2016 秋田県高校競技大会／団体準優勝（東北大会出場）
2015 秋田県高校新人競技大会／団体準優勝

演劇部
2019 東北高校演劇発表会／優良賞
2019 秋田県高校演劇発表会／最優秀賞
2018 東北高校演劇発表会／優良賞
2018 秋田県高校演劇発表会／最優秀賞
2017 東北高校演劇発表会／優良賞
2017 秋田県高校演劇発表会／最優秀賞

科学部
2019 高校化学グランドコンテスト／金賞・第一三共賞
2019 秋田県児童・生徒理科研究発表大会
 ／齋藤憲三・山崎貞一賞
2018 秋田県児童・生徒理科研究発表大会
 ／齋藤憲三・山崎貞一賞

その他
2018 牛乳・乳製品利用料理コンクール秋田県大会／優良賞
2017 秋田県「高校生　おいしく減塩・野菜もとれるレシピ
 コンクール」最優秀賞
2016 秋田県高校英語暗唱弁論大会／暗唱の部優勝・2位
2016 国際理解・国際協力のための英語弁論大会
 ／秋田県最優秀賞・優秀賞
2016 青少年読書感想文コンクール秋田県審査
 ／自由読書最優秀賞・教育長賞2編
 ／課題読書特選
2015 青少年読書感想文コンクール／秋田県最優秀賞
 ／全国奨励賞

Only in Mission School

神様からの日頃の恩恵
に感謝してミサを行った
あと、福祉施設や幼稚
園、病院などで奉仕活動
をさせていただきます。

11



まだまだあります。ミッションスクールならではの　行事や活動。

全国優勝など輝かしい実績を持つフェンシング部や、
バレーボール部、テニス部、卓球部などの運動部。
定期演奏会を行い、コンクールにおいても上位入賞を
果たしている合唱部や吹奏楽部などの文化部。
それぞれに活発な活動を続けています。

センパイたちの主な実績

吹奏楽部

チームメイトと
一緒にいい汗を！

運動部

まだまだあります！文化部！

個性を生かして
自分らしく！

文化部

夢中になれるアツい日々が
待っているよ！

アツくな
れ！

Club Activities

仲間たちと

フェンシング部
2020 春の全国選抜大会　※中止
2020 北海道・東北高校選抜大会
 ／フルーレ団体優勝（11年連続16回目）
 ・エペ団体優勝（4年連続4回目）
2019 南九州インターハイ／団体優勝・個人フルーレ3位
2019 東北高校選手権大会／団体優勝（10年連続）、
 個人フルーレ・エペ優勝・準優勝
2019 全県高校総体／団体優勝（24年連続38度目）
2019 春の全国選抜大会出場（13年連続24回目）
 ／フルーレ団体優勝（2年連続3回目）
 ・エペ団体優勝（3年連続3回目）
2018 東海インターハイ／団体準優勝・個人フルーレ優勝
2017 南東北インターハイ／団体優勝・個人エペ優勝

テニス部
2019 全県新人大会／団体優勝
2019 南九州インターハイ／出場
2019 東北高校選手権大会／団体準優勝・シングルス優勝
2019 全県高校総体／団体優勝（19年連続27回目）
2019 春の全国選抜大会出場（3年連続20回目）
2019 全国私学選手権大会／出場
2018 東北選抜高校大会／準優勝

卓球部
2020 春の全国選抜大会／シングルス　※中止
2019 全県新人大会／団体3位・ダブルス準優勝
2019 東北高校選手権大会／シングルス出場
2019 中央支部総体／団体準優勝
2019 春の全国選抜大会／シングルス出場
2018 全県新人大会／団体4位
2017 東北高校選手権大会／シングルス出場

バレーボール部
2020 全国私学選手権大会　※中止
2020 全県新人大会／優勝（東北大会出場）
2019 全県高校総体／3位
2018 春高バレー秋田県予選／準優勝
2018 東北高校選手権大会／出場
2018 全国私学選手権大会／出場

ソフトボール部
2018 中央支部新人／準優勝
2017 全県新人大会／3位

バスケットボール部
2019 中央支部新人／ベスト8
2018 中央支部新人／ベスト8

剣道部
2019 中央支部新人／団体3位

吹奏楽部
2019 全日本吹奏楽コンクール県大会／銀賞
2019 全日本吹奏楽コンクール中央支部大会／金賞
2018 全日本吹奏楽コンクール県大会／銀賞
2018 全日本吹奏楽部コンクール中央支部大会／金賞
2017 全日本吹奏楽コンクール県大会／銀賞
2017 全日本吹奏楽部コンクール中央支部大会／金賞
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2016 秋田県高校英語暗唱弁論大会／暗唱の部優勝・2位
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 ／課題読書特選
2015 青少年読書感想文コンクール／秋田県最優秀賞
 ／全国奨励賞

Only in Mission School

神様からの日頃の恩恵
に感謝してミサを行った
あと、福祉施設や幼稚
園、病院などで奉仕活動
をさせていただきます。
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まずは進路相談会で
聖霊高校をチェック
進路相談会

❶10月17日（土）　❷11月7日（土）
❸11月21日（土）　❹12月12日（土）
❺2021年1月16日（土）

ミッションスクールならではの行事から、仲間と力を合わせるスポーツイベント、　
学校中がひとつになる聖霊祭やクリスマスなど、イベントの数だけ思い出も盛りだくさん！

Event Calendar特色ある豊かな
学校行事

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月
美しいステンドグラスに彩られた聖堂は、ミッションスクールである
本校の象徴です。ほかにも、蔵書の豊富な図書館や女性としての
たしなみを醸成する礼法室など、将来社会で活躍する女性の育成
を目指し教育環境を整えます。

敷地内 4ヵ所に防犯カメラを、各入口にはインターホン・モニター
を設置しています。さらに校舎への出入りを正面玄関に限定し、
生徒の安全・安心に配慮しています。校舎はすべて消防法を尊守し、
新耐震基準を満たした構造になっています。さらにエレベーター
設置のほか、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置し救急に備えて
います。また、災害時に備えて、600食分の乾パンと避寒用ブラ
ンケット320人分を備蓄しています。自家発電機も備え、緊急時に
対応できる態勢を整えています。

防犯・防災・安全管理、災害時への備え

Our Campus充実した教育環境

● 入学式〈写真〉
● 宿泊研修
 （特別進学コース1年生）
● 静修
● オーストラリア
 姉妹校生来校

● 漢字コンクール
● 中学生英語暗唱大会
● 体育会〈写真〉

● 学園関係者追悼ミサ
● 合唱コンクール
 （1年生）〈写真〉
● イルミネーション
 点灯式

● 後期中間試験
● 薬物乱用防止講座
 （1年生）
● クリスマス会
● 冬期カナダ
 語学研修〈写真〉

● スピーチコンテスト
 （国際コース）
● 後期期末試験（3年生）
● 芸術選択者発表会
 （総合進学コース2・3年生）〈写真〉
● ちどり会入会式

● お別れ会〈写真〉
● 卒業感謝ミサ（3年生）

● 卒業式〈写真〉
● 修学旅行
 （特別進学・総合進学コース2年生）
● 後期期末試験（1・2年生）
● 終業式

● 生徒総会
● 聖霊降臨祭〈写真〉
● 進路講演会（3年生）
● 中央支部総体

● 高校総体
● リーダー講習会
● 前期中間試験
● 芸術鑑賞教室〈写真〉

● 聖霊祭
● スポーツ大会
● オーストラリア語学研修
 （国際コース2年生）〈写真〉
● インターンシップ
 （2年生 7・8月）
● 夏期補習（全学年）

● 勉強合宿〈写真〉
 （特別進学コース1年生）
● 夏期講習
 （特別進学コース2年生）
● 国際・特別進学
 進路ガイダンス
● 学校見学会
 入試説明会

● 進路講演会（1・2年生）
● 前期期末試験
● 主権者教育
● 健康講話会（1年）〈写真〉

生活文化専攻、生活こども専攻、健康栄養専
攻があり、専門的な教育研究をすることで、心
豊かな人材の育成を目指しています。

長い歴史と伝統を誇る本校は、現在まで多くの卒業生を
輩出しており、同窓会は全国に17の支部を置いて活発に
活動しています。在校生を支援する奨学金制度や聖霊祭
のバザー開催など、多数の同窓生の支援と協力が本校の
活動を支えています。毎年6月に行われる総会には県内外
から約300人あまりの同窓生が集まります。
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● 静修
● オーストラリア
 姉妹校生来校

● 漢字コンクール
● 中学生英語暗唱大会
● 体育会〈写真〉

● 学園関係者追悼ミサ
● 合唱コンクール
 （1年生）〈写真〉
● イルミネーション
 点灯式

● 後期中間試験
● 薬物乱用防止講座
 （1年生）
● クリスマス会
● 冬期カナダ
 語学研修〈写真〉

● スピーチコンテスト
 （国際コース）
● 後期期末試験（3年生）
● 芸術選択者発表会
 （総合進学コース2・3年生）〈写真〉
● ちどり会入会式

● お別れ会〈写真〉
● 卒業感謝ミサ（3年生）

● 卒業式〈写真〉
● 修学旅行
 （特別進学・総合進学コース2年生）
● 後期期末試験（1・2年生）
● 終業式

● 生徒総会
● 聖霊降臨祭〈写真〉
● 進路講演会（3年生）
● 中央支部総体

● 高校総体
● リーダー講習会
● 前期中間試験
● 芸術鑑賞教室〈写真〉

● 聖霊祭
● スポーツ大会
● オーストラリア語学研修
 （国際コース2年生）〈写真〉
● インターンシップ
 （2年生 7・8月）
● 夏期補習（全学年）

● 勉強合宿〈写真〉
 （特別進学コース1年生）
● 夏期講習
 （特別進学コース2年生）
● 国際・特別進学
 進路ガイダンス
● 学校見学会
 入試説明会

● 進路講演会（1・2年生）
● 前期期末試験
● 主権者教育
● 健康講話会（1年）〈写真〉

生活文化専攻、生活こども専攻、健康栄養専
攻があり、専門的な教育研究をすることで、心
豊かな人材の育成を目指しています。

長い歴史と伝統を誇る本校は、現在まで多くの卒業生を
輩出しており、同窓会は全国に17の支部を置いて活発に
活動しています。在校生を支援する奨学金制度や聖霊祭
のバザー開催など、多数の同窓生の支援と協力が本校の
活動を支えています。毎年6月に行われる総会には県内外
から約300人あまりの同窓生が集まります。
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2020年度〈令和２年度〉現在

聖霊女子短期大学
付属高等学校

入試事務局

秋田市　潟上市　男鹿市　南秋田郡　大仙市　由利本荘市　山本郡　横手市　仙北市　北秋田市　ほか

SEIREI
Senior High School

Mission School

聖霊女子短期大学付属高等学校
2021 学校案内


