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入試に関する Q＆A【受験生用】

奨学生推薦・推薦入試について

Q2

Q1
「奨学生推薦・推薦入試」の

面接の形態と質問内容を教えてください。

◆集団面接
「奨学生Ａ・Ｂ・Ｃ（スポーツ・文化系）」及び普通科・商
業科の「一般推薦」「スポーツ系推薦」「文化系推薦」
の受験生に対して生徒数名に対し教員 2名の集団面接
を行います。面接時間は 20 分程度で、受験生の特長を
確認するため、一般的な内容を質問します。

◆個人面接
「奨学生Ａ・Ｂ（学業・商業）」普通科・商業科の「自己
推薦」は、個人面接を教員 2名で行います。面接時間
は 15 ～ 20 分程度で、受験生の特長を確認するため、
一般的内容を質問します。

◆美術・デザイン科の面接
美術・デザイン科については、奨学生Ａ・Ｂ（美術）推薦・
推薦入試受験生に対して、持参作品（作品1点）を元に、
作品審査及び個人面接（20分程度）を行います。質問内
容は、持参作品についての説明や一般的な内容を質問し
ます。また美術・デザイン科を希望する奨学生（文化系）
の受験生は、作品審査及び個人面接（20分程度）を行い
ます。

◆保護者面接
保護者面接は、「奨学生Ａ・Ｂ（学業・商業・美術）」のみ
実施します。

「奨学生推薦入試」で不合格となり、「推
薦入試」を希望する場合について教えて
ください。また、試験日が同日ですが、
どのように判定するのですか。

別日程で再度面接ということはありません。「推
薦入試」の合否基準に照らして総合判定します。
事前に「奨学生推薦・推薦入学試験志願書」の不
合格の場合の希望の該当する番号に○をつけて下
さい。

Q３

１､２年次の出場でも大丈夫です。１年次から３
年次までの実績が対象となります。

「奨学生（スポーツ）」の条件の県大会上位
入賞および「奨学生（文化系）」の実績は、
３年次の出場でなければだめなのでしょう

Q４

その種目を続けるのが条件となります。スポーツ系
推薦・文化系推薦は、中学校の部活動を継続しなく
てもよいです。

Q５

特典は３年間としますが、入学後の学業成績・生活
状況・活動状況によって取り消されることがありま
す。また、奨学生（スポーツ・文化系）の場合、そ
の部活動を退部した場合、特典は適用されません。

「奨学生（学業・商業・美術・スポーツ・
文化系）」の特典は、外れることもあるの
でしょうか。

「奨学生（スポーツ・文化系）」は、高校
入学後は、その種目と違う種目の部活動
でもいいのでしょうか。

Q6

可能です。事前に「奨学生推薦・推薦入学試験志
願書」の下の欄の該当する番号を○で囲んで下さ
い。「一般・専願入学試験志願書」のＢ日程用に
希望する志願学科を第３希望まで記入して提出し
て下さい。（募集要項 P34,P46〜P49）

「奨学生推薦入試」「推薦入試」が不合格
で「一般・専願入試」で再受験する場合、
違う学科・コースに変更できますか。

Q7

入学検定料は徴収しません。「奨学生推薦・推薦
入学試験志願書」の下の欄の不合格の場合の希望
の該当する番号を○で囲んで下さい。なお、その
際に提出をしていただく「一般･専願入学試験志
願書」の入学検定の振込用紙のコピーの貼付も必
要ありません。（募集要項 P34）

「奨学生推薦入試」「推薦入試」で不合格
となり、「一般・専願入試」で受験する場
合、入学検定料は再度振り込むのですか。

Q８

学科・コースごとの基準を設定しています。詳し
くは募集要項 P3 を参照してください。
（裏面参照）

「奨学生推薦入試」「推薦入試」「自己推薦
入試」の出願に必要な評定平均値の基準
はあるのですか。　

Q９

大丈夫です。ただし、その場合は志願書に、「推
薦入試」の入学試験検定料の振込用紙のコピーを
貼付してください。（募集要項 P34,P35,P46〜P49）

「奨学生推薦入試」「推薦入試」の書類と
一緒に「一般・専願入試」の書類を同時
に提出しても大丈夫ですか。

022−272−7530（事務室） 入試関係全般検定料・入学金振込関係等

入試内容別問い合わせ先

022−272−7511（代表）
022−272−7522（入試広報室）

東北生活文化大学高等学校

公立併願奨学生入試について

Q1

私立高校の中で本校が第一志望であるという条件
で、公立高校との併願受験が可能となります。本校
規定の基準（3年間の5教科の評定平均値が4.0以上）
及び出願資格をクリアすることが条件で、面接・推
薦書・調査書による総合判定で合否を決定いたしま
す。入学者へは特典を付与します。（募集要項P10）

◇出願資格
（１）平成 31 年度 3月中学校卒業見込みで出身校長の
　　 人物証明のある生徒。
（２）3年間の欠席の合計が 30 日以内の生徒。
（３）本校を私立高校の中で第 1志望とし、公立高校
     前期および後期入試に不合格の場合は必ず本校に
     入学する者。
◇対象学科・コース / 特典
　○公立併願奨学生 A　普通科特別進学コース
　　【入学金＋施設資金＋教育充実費＋授業料】
　
　○公立併願奨学生 B　普通科進学コース、商業科

　　　　　　　　 　 　美術・デザイン科
  　【入学金＋施設資金＋授業料】
　　

公立併願奨学生入試について教えて下さい。



一般・専願入試について

Q1

Q2

受験可能です。その際は検定料は 1度の納入で完
了です。ただし、「奨学生推薦入試」、「推薦入試」
で不合格となった場合はＢ日程のみ受験できます。

A、B 両日程とも希望する場合は振り込み
証明書はどのようにすればいいのですか。

「Ａ、Ｂ両日程用の振込証明書」をＡ日程の志願書
に正式のものを貼付し、Ｂ日程のほうにはコピー
を貼付してください。（募集要項 P52 を貼付）

A、B 両日程とも受験することはできるの
ですか。

Q3

違う学科を受験することが可能です。美術・デザ
イン科を受験する場合は実技試験があります。

Q５

「入学したい学科の振り込み用紙」を使って手続
きをしてください。

A、B 両日程別々の学科で合格した場合
の手続きについて教えて下さい。

A、B 両日程で受験するとき、違う学科
を受験できるのでしょうか。

Q６

合格通知書でお知らせいたします。また、入学時
納入金は全額を納入していただき、後日、保護者
の口座に特典による免除額を振り込ませていただ
きます。詳しくは、合格者に送付する『入学手続
案内書』をご覧ください。

「一般・専願入試」の結果による特典につ
いてはどのように伝えるのですか。また、
入学時納入金の扱いはどうなりますか。

美術・デザイン科入試について

Q１
美術・デザイン科の「奨学生推薦入試」「推

薦入試」「公立併願奨学生入試」の持参作

品と面接について教えて下さい。

中学校の美術の授業または各自で制作した作品を
1点だけ持参して下さい。デジタルデータでは受
け付けておりません。作品のテーマ・サイズ・技
法・画材などは自由です。作品審査及び個人面接
を行います。質問内容は、持参作品についての説明
や、一般的な内容を質問します。

その他の質問について

Q２

Q３

各学科コースの基準の評定平均値をクリアしてい
る場合は「自己推薦入試」をお勧めします。また、
評定平均値が基準に満たない場合は、「一般入試」
でチャレンジして下さい。欠席日数が多いだけで
不合格にすることはありません。様々な角度から
総合的に合否を判断します。

不登校生徒の入学後の対応はどのように

なっていますか。

カウンセラーおよび教育相談員がおり、学校生活
で困っていることについて個別に相談対応し、教
室復帰を目指しています。

不登校生徒の受験は可能でしょうか。

Q１

普通科各コースの諸条件をクリアした場合のみ、
2年次にコース変更も可能です。ただし、学科の
変更は出来ません。

普通科は２年次からコース変更は可能で
すか。

Q４

可能です。ただし、「専願入試」で受験する場合
は面接があります。

「一般・専願入試」で A 日程は一般で受験し、
B 日程は専願で受験することは可能ですか。

Q2
美術・デザイン科の一般入試の実技試験

はどのような試験ですか？

テーマにそったデッサンになります。テーマは当日
発表します。Ｂ3サイズ画用紙に90分で実施します。
なお、実技用の用具、用紙等はこちらで用意します。
また、用具の持参も可能です。
□平成30年度一般入試実技問題　
A日程「縄を持った自分の手を観察し描きなさい。」
B日程「ピンポン玉を持った自分の手を観察し描きなさい。」

Q7

出願の段階で第３志望までとります。第1志望で
不合格の場合、第２・第３で志望した学科・コー
スで合格になる場合があります。また、第３志望
まで合格しなかった場合でも、総合判定によりそ
の他の学科・コースで合格になる場合もあります。
その場合、入試結果通知にてご連絡いたします。

※普通科・商業科コースを第１志望にした場合、
第２・第３志望で美術・デザイン科は志望できま
せん。

スライド合格制度について教えて下さい。

Q8

専願受験者がスライド合格で他の学科・コースで合
格となった場合は、一般合格扱いとなります。

専願受験者が第 1 志望以外で合格した場
合はどうなりますか。

Q４
各入試特典における授業料の納入について。

「奨学生Ａ・Ｂ（学業・商業・美術・スポーツ・文化系）」「公
立併願奨学生Ａ・Ｂ」「一般入試Ａ」「専願入試E」は、授
業料が基本的に納入となっております。これまでの特待
制度とは異なり、授業料を「免除」する制度から「奨学金」
を給付する制度になりました。上記に該当する場合は、
就学支援金と奨学金との合算で授業料相当分を支給しま
すので、授業料納入は必要ありません。（募集要項 P４）

詳細につきましては、平成 31 年度生徒募集要項をご覧
下さい。

Q５

本校ホームページ（www.seibun.ed.jp）のみに掲載いたしま
す。また、郵送により出身中学校ならびに出願者本人に通知
します。※電話による問合せには応じられません。

合格発表はどのような形で発表するのですか。　

○奨学生推薦・推薦　平成31年1月17日（木）午前10時
○公立併願奨学生　 平成31年1月17日（木）午前10時
○一般・専願　　　　平成31年2月 9日（土）午前10時



平成３１年度入試種別・試験日・出願基準・面接・試験内容についてB

〒981-8585 宮城県仙台市泉区虹の丘一丁目18番地
Tel 022-272-7511（代表） /022-272-7522（入試広報室直通）
Fax 022-272-7563　URL http://www.seibun.ed.jp  

※専願受験者、過卒者および県外からの受験生は個人面接を実施します。
※詳しくは募集要項をご覧下さい。

※各学科コースへ出願できる条件は募集要項P３の表をご覧下さい。

学業

商業

美術

スポーツ

文化系

商業科

美術・デザイン科

普通科
商業科

普通科
（特別進学コースのみ）

3年間の9教科評定平均値3.8以上の生徒。

商業科

美術・デザイン科

普通科
商業科

学業

商業

美術

スポーツ

文化系

3年間の5教科（国語・社会・数学・理科・英語）の
評定平均値4.0以上の生徒。

普通科（進学コース）

商業科
美術・デザイン科

3年間の5教科（国語・社会・数学・理科・英語）の
評定平均値4.0以上の生徒。

スポーツ 普通科
商業科

3年間の9教科評定平均値2.5以上かつ3年間の美術の
評定平均値3.3以上の生徒。

奨
学
生
A

3年間の9教科評定平均値3.8以上の生徒。

3年間の9教科評定平均値3.8以上かつ美術の
評定平均値4.3以上の生徒。

3年間の9教科評定平均値2.5以上かつ県大会上位入賞、
または県優秀選手、ならびに、それに準ずる実力のある
生徒。入学後その競技を続けること。

3年間の9教科評定平均値3.5以上かつ各種コンクール等
で上位入賞し、特に優れた成績を収めた生徒。入学後その
活動を続けること。※美術・デザイン科は作品審査があります。

3年間の9教科評定平均値3.5以上の生徒。

次のいずれかに該当する生徒
（ア）3年間の評定平均値3.5以上の生徒。

（イ）3年間の評定平均値3.3以上かつ商業系各種検定3級以上取得している生徒。

3年間の9教科評定平均値3.5以上かつ美術の
評定平均値4.0以上の生徒。

3年間の9教科評定平均値2.5以上かつ県大会に出場し、
優れた生徒または県優秀選手、ならびに、それに準ずる
実力のある生徒。入学後その競技を続けること。

3年間の9教科評定平均値3.0以上かつ各種コンクール等に
出場し、優れた成績を収めた生徒。入学後その競技を続け
ること。※美術・デザイン科は作品審査があります。

3年間の9教科評定平均値2.3程度以上かつ地区大会に出場し、
活躍した生徒。入学後その競技を続けること。

奨
学
生
B

奨
学
生
C

公立併願奨学生A

公立併願奨学生B

推
薦
入
学
試
験

一般

スポーツ系

文化系

美術

自己

普通科
商業科

普通科
商業科

普通科
商業科

普通科
商業科

美術・デザイン科

3年間の9教科評定平均値2.3以上かつ学習活動または特別
活動・社会活動等に熱心に取り組んだ生徒。

3年間の9教科評定平均値2.2以上かつスポーツ系部活動等
に熱心に取り組んだ生徒。

3年間の9教科評定平均値2.2以上かつ文化系部活動等
に熱心に取り組んだ生徒。

3年間の9教科評定平均値2.0以上かつ本校で学びたいとい
う意欲が強く、自信を持って自分自身を推薦できる生徒。
※美術・デザイン科は作品審査があります。

集団面接

個人面接
（保護者面接あり）

個人面接
（保護者面接あり）

個人面接
作品審査

（保護者面接あり）

集団面接

個人面接
（保護者面接あり）

個人面接
（保護者面接あり）

集団面接

集団面接

個人面接

個人面接
※美術は作品審査あり

集団面接

集団面接

個人面接
※美術は作品審査あり

個人面接
作品審査

入試種別 募集学科 試験日 出願基準等 試験内容
掲載ページ

試験日
１月１６日(水)

合格発表
１月１７日(木)

普通科
（特別進学コースのみ）

奨
学
生
推
薦
入
学
試
験

美術・デザイン科

普通科
（特別進学コース）

募集要項    志願書

5･6 34･35

7･8

9･10

34･35

36･37

入試種別 募集学科 試験日／合格発表 試験内容 掲載ページ

A日程

B日程

一
般
入
学
試
験
・
専
願
入
学
試
験

専願

一般

専願

一般

試験日
２月４日(月)

合格発表
２月９日(土)

試験日
２月６日(水)

合格発表
２月９日(土)

○国語、数学、英語【各５０分】の学力検査　※マークシート方式
○個人面接（普通科、商業科、美術・デザイン科）
○実技試験（美術・デザイン科）【９０分】

○国語、数学、英語（各５０分）の学力検査　※マークシート方式
○実技試験（美術・デザイン科）【９０分】

募集要項   志願書

11･12

専願

42･43

一般

40･41

※奨学生推薦・推薦・公立併願奨学生における欠席の基準は自己推薦入試を除き、３年間の欠席の合計が３０日以内の生徒。

個人面接
作品審査

（保護者面接あり）

文化系
普通科
商業科

美術・デザイン科

普通科
商業科

美術・デザイン科

普通科
商業科

美術・デザイン科

3年間の9教科評定平均値3.0以上かつ各種コンクール等に
出場・出品し、優れた成績を収めた生徒。入学後その競技
を続けること。※美術・デザイン科は作品審査があります。

集団面接
※美術は個人面接

集団面接
※美術は個人面接

集団面接
※美術は個人面接

○国語、数学、英語【各５０分】の学力検査　※マークシート方式
○個人面接（普通科、商業科、美術・デザイン科）
○実技試験（美術・デザイン科）【９０分】

○国語、数学、英語（各５０分）の学力検査　※マークシート方式
○実技試験（美術・デザイン科）【９０分】


