
１ 就学支援金制度
私立高等学校授業料実質無償化

世帯年収に応じて
最大月額 33,000円の支援金！

2 入学時の
各種奨学生特典の充実！
学業A・B／スポーツ・文化系A・B・C
公立併願奨学生／一般・専願成績優秀者
中学校 3年間の学業成績や部活動実績を評価！

3
入学後の
給付型奨学金制度 導入！
SEIBUNスカラシップ制度
入学後の学業成績優秀者や部活動の活躍を評価し、
給付型の奨学金を支給いたします。

【学業／部活動】

4
昨年度（令和3年度）入試では
生文高は 79％が第1志望です！
一般推薦入試でも17万円免除！
自己推薦入試／専願入試は5万円免除！

奨学生以外の入試特典も拡大！

令和 4年度（2022年）
入試特典制度のポイント

令和４年度（2022年）

入学特典・出願基準・入学後の奨学金制度
就学支援金制度・授業料についてのご案内

Make SEIBUN !

5
本校独自の奨学金制度が充実！
兄弟姉妹の奨学金制度
一家庭から二人以上の生徒が在籍している場合、年長・
学年順の当該生徒に、年額12万円の奨学金を支給！　
※その他奨学金制度は募集要項を参照。

「学びたい想い
」

を全力サポート
！



中学校3年間の5教科の評定平均値3.8 以上

中学校3年間の5教科の評定平均値3.8 以上
かつ美術の評定平均値4.3以上
※美術・デザイン科は作品審査があります。

各学科・コースの評定基準値（中学校3年間9教科）
を満たし、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。

中学校3年間の5教科の評定平均値3.5 以上

次のいずれかに該当する生徒　
（ア）中学校3年間の5教科評定平均値3.5 以上の生徒。　
（イ）中学校3年間の5教科評定平均値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。

中学校 3年間の 5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。

各学科・コースの評定基準値（中学校3年間9教科）
を満たし、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。

中学校3年間の9教科評定平均値3.3 以上、かつ
各種コンクール等で上位入賞し、優れた成績を収め
た生徒。入学後その活動を3年間続けること。
※美術・デザイン科は作品審査があります。

各学科・コースの評定基準値（中学校3年間9教科）
を満たし、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。

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。
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入試種別 募集
学科・コース 出願基準等

入学金 施設資金 教育充実費
（年額）

授業料
（月額）

施設設備資金
（年額）

50,000 120,000
普・商
108,000
美

144,000
48,000

33,000
就学支援金

免除 免除 免除 奨学金
（注１）

免除 免除 免除

免除 免除 納入

納入

免除

（注１）就学支援金は、前年度所得割額に基づき支給されます。ただし、奨学生 Aについては、年収 590 万円以上の世帯であっても授業料と
　　　  就学支援金の差額を本校で補助しますので、納入していただくことはありません。
（注２）授業料と就学支援金の差額を納入していただきます。
※   入学時に決定した種別は 3年間基本的に変更しません。
※   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。

免除

各学科・コースの評定基準値（中学校3年間9教科）
を満たし、かつ学習活動、特別活動、社会活動、スポ
ーツ系活動、文化系活動、美術・デザイン系分野等で
熱心に取り組んだ生徒。 ※欠席30日以内（3年間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※美術・デザイン科は作品審査があります。

各学科・コースの評定基準値（中学校3年間9教科）
を満たし、かつ本校で学びたいという意欲が強く、
自信をも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。
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中学校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。

特典と納付する年額

  入学特典および出願基準
※希望する学科・コースの出願基準は右表（各学科・コースの出願基準表）を参照。



奨学生ランク Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種
人数 2名程度 4名程度 4名程度
金額 200,000円 100,000円 50,000円

公立併願奨学生(入学者） 170,000円（入学金+施設資金）を免除

専願入試の合格者 50,000円(入学金）を免除

一般・専願入試成績上位者(入学者） 170,000円（入学金+施設資金）を免除

  
●入学金が免除される入学特典

●一般・専願入試で成績優秀者に対する入学特典

  
●SEIBUNスカラシップA【学業】（対象：進学コース／看護医療コース）
　進学コース／看護医療コースに在籍している生徒で、2年次以降に学業成績等優秀者を対象に進学サポート資金として給付型の
　奨学金を支給いたします。

　●SEIBUNスカラシップB【学業】（対象：未来創造コース／保育コース／商業科／美術・デザイン科）
　未来創造コース／保育コース／商業科／美術・デザイン科に在籍している生徒で、学業成績等優秀者を対象に進路サポート資金
　として奨学金を支給します。

　
　●SEIBUNスカラシップＣ【部活動】（対象：スポーツ・文化系活動）
　スポーツ・文化系活動において顕著な活躍をした生徒に対して奨学金を支給いたします。( 奨学生 Aを除く）

　※奨学金は 2､3 年の進級時に支給いたします。年度更新となります。
　※新設制度につき、若干内容の変更がある場合がございます。

　

出願基準：中学校３年間の５教科（国語、社会、数学、理科、英語）の評定平均 3.8 以上の生徒
※奨学金は入学時のみの支給となります。　※合否は、面接・書類審査等で判定いたします。
※入学金・施設資金は一度納入いただき、入学後に返金いたします。

※入学金・施設資金は一度納入いただき、入学後に返金いたします。

各学科・コースの出願基準

スポーツ

スポーツ

スポーツ

※全教科に評定が記載されていること。

公立併願奨学生入試の入学特典 全学科コース対象

一般・専願入試の入学特典 全学科コース対象

入学後の給付型奨学金制度（SEIBUNスカラシップ制度）

奨学生ランク Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種
人数 2名程度 5名程度 8名程度
金額 100,000円 80,000円 50,000円

奨学生ランク Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種
人数 5名程度 10名程度
金額 100,000円 50,000円

新規

かつ

かつ

かつ



①兄弟姉妹の奨学金給付制度 【本校の制度】
　一家庭から二人以上の生徒が在籍している場合、年長・学年順の当該生徒に対して、年額120,000円の奨学金が支給されます。
②香風会奨学金【本校の制度】
　三島学園香風会奨学基金事業として、3年生に進級の際、学業成績優秀かつ基本的生活習慣が他の模範となる生徒で学費の支払
　いが困難なもの若干名に対し、年額120,000円の奨学金が支給されます。
③本学園大学・短期大学部へ進学における特典【本学園の制度】
　本校生で、本学園の東北生活文化大学、東北生活文化大学短期大学部に入学する場合、入学金の免除や一部授業料の減免を受け
　ることができます。
④高校生等奨学給付金 【外部からの制度】
　生活保護世帯、住民税非課税世帯を対象に授業料以外の教育費を支援する制度です。返済する必要はありません。
⑤高等学校等育英奨学資金貸付制度 (無利子 )【外部からの制度】
　学業成績優秀な生徒で経済的理由により就学が困難であるものに対し、学校長の推薦を受けた出願者について選考の上、
　奨学金を貸与しています。
　(令和３年度入学者の場合 )
　貸与額は、自宅からの通学の場合30,000円 /月、自宅外から通学の場合35,000円 /月
⑥その他の団体の奨学金制度【外部からの制度】
　交通遺児育英会 (無利子 )、あしなが育英会 (無利子 )、亀井記念財団奨学金 (給付型 )、その他があります。
　※詳しくは入学後にご案内いたします。

※詳しくは令和 4年度生徒募集要項を必ずご覧下さい。

入学時納入金

入学金　　  50,000 円
施設資金　120,000 円
必需機材費  30,000 円

毎月の授業料・教育充実費

普通科・商業科
授業料　　 　33,000 円
教育充実費　　9,000 円
施設設備資金　4,000 円

美術・デザイン科
授業料　　　　33,000 円
教育充実費　　12,000 円
施設設備資金　  4,000 円

制服・体育着・シューズ等

女子　　男子
制服　　　63,700 円　59,500 円
体育着・シューズ　18,480 円　18,480 円

※その他の諸経費、iPadの月額経費等は別途徴収いたします。
※詳しくは令和4年度生徒募集要項をご確認下さい。

  就学支援金制度について

  その他の奨学金制度・軽減制度について

  学納金・制服等について

お問合わせは
Tel 022-272-7522 入試広報室
Tel 022-272-7530 高校事務室

家庭の状況にかかわらず、高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、
授業料に充てる高等学校就学支援金を創設し、家庭の教育負担を軽減するものです。

※返済不要の授業料支援制度となります。

（※注）世帯収入の目安 支援金
　590万円未満 年額396,000円（月額33,000円）
　590万円以上910万円未満の世帯 年額118,800円（月額9,900円）
　910万円以上の世帯 対象外

（※注）両親・高校生・中学生の
　　　　4人家族で両親の一方が
　　　　働いている場合の目安。

保護者の皆様へ
支援金額は次の計算式（両親2人分の合計額）により判定されます。
［計算式］市町村民税の課税標準額　×　6％　ー　市町村民税の調整控除の額

★保護者のマイナンバーを宮城県に提出し、県より課税情報を取得し、判定、その後支給額が学校に通知されます。そのため、支給額が決定されるまで
　授業料を満額で徴収させていただき、決定後にご返金させていただきます。

※収入額は目安であり、課税所得により支給額が変更になる場合があります。

皆様の課税標準額などは
マイナポータルで「あなたの情報」
から確認できます。
（マイナンバーカードが必要です。）

マイナポータル
HPをCheck

高等学校就学支援金とは？

上記による算出額
154,500円

304,200円

＜

＜

=

=（154,500円以上）

支給額　最大396,000円

支給額　最大118,800円


