
Ｎｏ バス停 時刻表 Ｎｏ バス停 時刻表

東１ 塩釜駅 ０６：４５ 南１ 仙台大 ０６：３７

東２ カワチ薬品Ｐ ０６：５３ 南２ 槻　木 ０６：４７

東３ 七　郷 ０７：２０ 南３ 岩　沼 ０６：５５

東４ 六　郷 ０７：２６ 南４ 那智が丘Ｐ ０７：２０

東５ 沖　野 ０７：３０ 南５ 相互台 ０７：４２

東６ 山　田 ０７：５２ 南６ 生出 ０７：５２

東７ 人来田 ０８：００ 南７ 茂庭台 ０８：００

仙台大明成 ０８：３０ 南８ 折　立 ０８：１０

仙台大明成 ０８：３０

Ｎｏ バス停 時刻表

西１ 秋　保 ０７：１５ Ｎｏ バス停 時刻表

西２ 錦ヶ丘 ０７：２１ 北１ まほろば ０７：４４

西３ 愛子駅前 ０７：２７ 北２ とちのき沢 ０７：５７

西４ 落合駅前 ０７：３３ 北３ 大富中央 ０８：０６

西５ 高野原二 ０７：４４ 仙台大明成 ０８：３０

西６ 高野原四 ０７：４７

西７ みやぎ台４ ０７：５４ Ｎｏ バス停 時刻表

西８ みやぎ台２ ０７：５６ 泉１ 大郷道の駅 ０７：１５

西９ 住吉台１丁目 ０８：０３ 泉２ 泉区役所 ０７：５５

西１０ 館(泉ﾋﾞﾚｼﾞ5) ０８：１１ 泉３ 旭ヶ丘 ０８：１０

西１１ 館(泉ﾋﾞﾚｼﾞ2) ０８：１２ 仙台大明成 ０８：３０

仙台大明成 ０８：３０

　この度は、合格おめでとうございます。皆様にお会いできる日を楽しみにしております。

記

令和５年3月9日

　新入生保護者　各位

仙台大学附属明成高等学校　　

新入生登校日(3/20)におけるお願いと学園バス利用申込について

⑤　泉コース

　さて、本校では駐車スペースが十分確保できない状況になっているため、下記のとおり学園バス

による無料送迎を実施いたします。

　つきましては、市バス等の公共交通機関（有料）又は本校学園バス（無料）をご利用ください。

＊バス乗り場については、下の「学園バス停留所詳細」をクリックして確認してください。

①　東コース ③　南コース

②　西コース

④　北コース 

　注１　上記時刻は、天候等の状況により遅れることがあります。

　注２　申込をされる方は、本校ホームページ（新入生登校日）から申込をお願いします。

　注３　復路は、降車した場所付近から13:00出発予定です。

　　※　申込期限　　令和５年３月１６日（木）１２：００

担当 事務管理 山口、高橋、佐藤

０２２－２７８－６１３１～５



ＮＯ コース

1 東１ 塩釜駅（東北本線） 塩釜駅構内(東北本線)

2 東２ カワチ薬品 　(駐車場入口) カワチ薬品 多賀城店　(駐車場入口)

3 東３ 七郷 (七郷小学校前バス停) 七郷小学校前、(たけしま歯科医院前)

4 東４ 六郷 (東高校入口バス停） 仙台東高校入口バス停(ファミリーマート向い)

5 東５ 沖野 パチンコパラディソ駐車場入口前のゼブラゾーン

6 東６ 山田 出光鈎取SS(鈎取本町1～北へ30ｍ先ゼブラゾーン）

7 東７ 人来田 (南ニュータウン東バス停ぽっけの森前) 宮城交通(南ニュータウン東バス停、ぽっけの森前)

8 西１ 秋保 セブンイレブン秋保店駐車場

9 西２ 錦ケ丘八丁目バス停 仙台市営(錦ヶ丘八丁目北側バス停）

10 西３ 愛子駅前バス停(ときわ亭愛子駅前店向い) 仙台市営(国道457沿い愛子駅前バス停、ときわ亭愛子駅前店向い)

11 西４ 落合駅前バス停（落合市民センター・消防署前） 仙台市営(国道457落合駅前バス停、落合市民センター前)

12 西５ 高野原二丁目バス停 仙台市営(高野原2丁目バス停、ミニキッチン側)

13 西６ 高野原四丁目バス停 仙台市営(高野原4丁目バス停森のおひさま助産院前)

14 西７ みやぎ台四丁目バス停 仙台市営(みやぎ台4丁目バス停、来々軒側)

15 西８ みやぎ台二丁目バス停 仙台市営(みやぎ台2丁目バス停、シェーブル側)

16 西９ 住吉台一丁目バス停 仙台市営(住吉台１丁目バス停、住吉台ストア側)

17 西１０ 泉ビレジ五丁目バス停 仙台市営(泉ビレジ五丁目バス停、館3丁目側)

18 西１１ 泉ビレジ二丁目バス停 仙台市営(泉ビレジ2丁目バス停館、館小学校側)

19 南１ 仙台大学構内 仙台大学構内(第3体育館横バス停)

20 南２ 槻木(セブンイレブン四日市場店駐車場内) セブンイレブン四日市場店駐車場内

21 南３ 岩沼(ローソン岩沼松ヶ丘店北に120m) 仙台岩沼線(ローソン岩沼松ヶ丘店北に120m)

22 南４ 那智が丘二丁目バス停（チェーン装着所場） 宮城交通(那智が丘二丁目バス停チェーン装着所場)

23 南５ 相互台(ライフタウン名取中央バス停) 宮城交通(ライフタウン名取中央バス停、相互公園前)

24 南６ 生出(生出市民センター前バス停) 宮城交通(生出市民センター前バス停、ミニストップ側)

25 南７ 茂庭台 (茂庭台5丁目バス停) 仙台市営(茂庭台５丁目バス停、セブンイレブンから北東50ｍ)

26 南８ 折立 (折立バス停・ネッツトヨタ仙台折立前) 仙台市営(折立バス停、ネッツトヨタ仙台折立前)

27 北１ まほろば(東芝オーエム電化サービスから東へ20m) まほろば北側入り口(東芝オーエム電化サービス側)

28 北２ とちの木(セブンイレブン北側入口) 国道４号線上「とちの木団地」入口のセブンイレブン北側入口

29 北３ パルタウン大冨中央バス停（大鵬向かい側) 宮城交通(パルタウン大富中央バス停、大鵬の向かい側）

30 泉１ 大郷道の駅 道の駅内駐車場(大型バスエリア)

31 泉2 泉区役所(泉区役所側バス停) 泉区役所側バス停

32 泉3 旭ケ丘(日立システムズホール前） 旭ヶ丘向いの日立システムズホール前

※
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注意事項　:    通学バスと違うバス停が設定してあるところがあります。

　　　　　をそれぞれクリックしてください。（グーグルマップの写真・位置情報がわかります。）

令和5年一般入試シャトルバス（バス停座標)

バス利用
バス乗車場所 詳細

バス停写真:

バス停位置:

東
コ
ー
ス

https://www.google.co.jp/maps/@38.3095728,141.0100745,3a,75y,276.47h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTQy9sEZyV_mAdDmNhKkz0g!2e0!7i13312!8i6656
https://goo.gl/maps/R8qnuD84mev
https://www.google.co.jp/maps/@38.2405433,140.9449965,3a,75y,157.67h,79.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1s44qIUlt03lCZ30rEtlVBzA!2e0!7i13312!8i6656
https://goo.gl/maps/BnAYqu5LaZp
https://www.google.co.jp/maps/@38.2178596,140.9293573,3a,90y,244.05h,89.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1szqJrCAYbzywrgil_9F2YVg!2e0!7i16384!8i8192?hl=ja
https://goo.gl/maps/ViELkg3v8zn
https://goo.gl/maps/ftaB1pcjLRtBryWV6
https://goo.gl/maps/CtjuKTRcDVN2
https://goo.gl/maps/UUqTbLUCQNeqc9X29
https://goo.gl/maps/y5Q1mHCgyaJ2
https://goo.gl/maps/mfFBhwSthXq8CMUX8
https://goo.gl/maps/tz1GxMtVPYM2
https://www.google.co.jp/maps/@38.1931227,140.8434451,3a,75y,200.63h,77.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1swOWZxbqlAtTgojQfw9NzAQ!2e0!7i16384!8i8192?hl=ja
https://goo.gl/maps/4zVXu64M4XE2
https://www.google.co.jp/maps/@38.2059447,140.8082393,3a,60y,9.12h,91.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqsFmOQ80sh76_BPhp6v7wA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/WeRAwGCjAeJ2
https://www.google.co.jp/maps/@38.2399623,140.7833736,3a,60y,15.94h,87.77t/data=!3m6!1e1!3m4!1sX4Efe-xWdsLdr4wy-i2ssQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/pUPjaJt8j332
https://www.google.co.jp/maps/@38.2647278,140.8107771,3a,24.3y,334.31h,92.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQfue8crtfxtL-NnshEsoag!2e0!7i16384!8i8192?hl=ja
https://goo.gl/maps/5ZzU9AWc1wk8iP8V7
https://www.google.co.jp/maps/@38.3252937,140.8813001,3a,75y,45.34h,95.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sBTqIX1876BANSGTIIzcgZw!2e0!7i16384!8i8192?hl=ja
https://goo.gl/maps/5KvKZsvYWuu
https://www.google.co.jp/maps/@38.44285,140.881504,3a,75y,83.62h,93.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfV8DozOdgHRxSNl0mRhh7w!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/vUfzA85GDio
https://www.google.co.jp/maps/place/38°23'24.8%22N+140°52'48.9%22E/@38.3898269,140.8794156,190m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d38.390219!4d140.880239?hl=ja
https://goo.gl/maps/RjxPoZERZ9p
https://www.google.co.jp/maps/@38.3759598,140.862627,3a,75y,8.38h,92.72t/data=!3m6!1e1!3m4!1scS8A6yuxN4JCRkK3zuP40g!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/LhFucmyKyML2
https://www.google.co.jp/maps/place/38°13'42.3%22N+140°43'23.9%22E/@38.2285211,140.722584,115m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.228428!4d140.7233009?hl=ja
https://goo.gl/maps/XJwuAdffb9kEfHa66
https://www.google.co.jp/maps/@38.2580995,140.7598761,3a,75y,23.43h,95.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1spFIDQcQeX-CAP5tl9YZuOA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/sPzSsHHBH1v
https://www.google.co.jp/maps/@38.2709725,140.762616,3a,90y,71.08h,92.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sukOQu5Yg-uLjOGJ7Zgjkqw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/vKxNvX314w7LpW188
https://www.google.co.jp/maps/@38.2728275,140.7886471,3a,75y,61.34h,94.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1szq1_Op5PdVXvvPWmx5J6gQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/s8vgcnZxBFo
https://www.google.co.jp/maps/@38.2877822,140.7682542,3a,60y,270.2h,93.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sToixDVI85vS0DvcjdG31xQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/mm2pEaN8J5oBNFiv5
https://www.google.co.jp/maps/@38.2895414,140.7570786,3a,75y,289.68h,98.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1szSZaFI7lObjwDGo1rwJl9w!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/Qv84Nbdt7UA2GVMYA
https://www.google.co.jp/maps/@38.3124329,140.7660803,3a,60y,72.9h,87.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6KSsDLCnqJ6Ruo0n6nv6fQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/pfi4Wx175sH2
https://www.google.co.jp/maps/@38.3095122,140.7714377,3a,89y,148.05h,94.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1shQRk85llRmyoQ28Bujmlpw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/CixC7FbBmhHDRxzh6
https://www.google.co.jp/maps/@38.3271694,140.7841072,3a,75y,335.59h,93.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYrAIlb8kG2IRayJCvBLMPw!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://goo.gl/maps/pEMdbDbyDGt
https://www.google.co.jp/maps/@38.3200574,140.800577,3a,75y,173.09h,87.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFBvaZusN6tHbe_kvMpUiiQ!2e0!7i13312!8i6656
https://goo.gl/maps/KRqp67ewvzz
https://www.google.co.jp/maps/@38.3124177,140.797737,3a,75y,175.32h,83.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVRArHOjZI7hDloUzpCXiAQ!2e0!7i13312!8i6656
https://goo.gl/maps/18qZm2LcdcWRCAFs7
https://www.google.co.jp/maps/@38.3095728,141.0100745,3a,75y,276.47h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTQy9sEZyV_mAdDmNhKkz0g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.co.jp/maps/@38.3095728,141.0100745,3a,75y,276.47h,87.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTQy9sEZyV_mAdDmNhKkz0g!2e0!7i13312!8i6656
https://goo.gl/maps/Z1TUc7y1be8CQnrD7
https://goo.gl/maps/k6j47D4rmLZrQqUa9
https://www.google.co.jp/maps/@38.2968207,140.8837351,3a,75y,136.55h,86.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1skAqIlniRHv-wODH71pn6Qg!2e0!7i16384!8i8192
https://goo.gl/maps/hRS9RJyMLoMRQwVo9
https://www.google.co.jp/maps/@38.2178596,140.9293573,3a,90y,244.05h,89.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1szqJrCAYbzywrgil_9F2YVg!2e0!7i16384!8i8192?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/@38.2059447,140.8082393,3a,60y,9.12h,91.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqsFmOQ80sh76_BPhp6v7wA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/@38.2212192,140.7910419,3a,75y,324.65h,84.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1sx9kn1PO_7awIHijUP2IXjA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Dx9kn1PO_7awIHijUP2IXjA%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D160.3391%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=ja
https://goo.gl/maps/WeRAwGCjAeJ2
https://www.google.co.jp/maps/place/38%C2%B013'17.1%22N+140%C2%B047'27.5%22E/@38.2215954,140.7903835,17.5z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0xf0e73c72ad92867b!7e2!8m2!3d38.2214191!4d140.7909652?hl=ja
https://goo.gl/maps/UUqTbLUCQNeqc9X29
https://www.google.co.jp/maps/@38.2227025,140.8080034,3a,75y,172.41h,91.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVa17BCHAMOhslH3wii_ueQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/38%C2%B013'21.3%22N+140%C2%B048'28.9%22E/@38.2225721,140.8074708,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x7327004087c9c9d1!7e2!8m2!3d38.2225713!4d140.8080182?hl=ja
https://www.google.co.jp/maps/place/38°25'27.6%22N+140°59'31.6%22E/@38.424333,140.9899203,456m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.4243327!4d140.9921092?hl=ja
https://goo.gl/maps/LytnJ8aADL64qJ939
https://goo.gl/maps/akPvsLsGNXVBmnKD6
https://goo.gl/maps/Vrz8eeAkvn12
https://goo.gl/maps/cT3VG4jwsVh9UrtaA
https://goo.gl/maps/unybaG8saaw
https://goo.gl/maps/Vrz8eeAkvn12
https://goo.gl/maps/unybaG8saaw

