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令和４年度募集定員について

※詳しくは募集要項を必ずご確認下さい。

２

◆ポイント：令和4年度より看護医療コースを新設／特⾊ある3学科6コース 定員390名

学科・コース 定員

普通科

看護医療コース 30名程度

270名
進学コース 40名程度
保育コース 60名程度
未来創造コース 140名程度

商業科
情報ビジネスコース

60名 60名
進学ライセンスコース

美術・デザイン科 60名 60名



奨学生推薦入学試験
一般推薦入学試験
自己推薦入学試験
公立併願奨学生入学試験

■試験日

令和４年１月１２日（水）

■合格発表

令和４年１月１３日（木）午前１０時（予定）

■入学検定料振込期間 令和３年１２月１日（水）〜令和４年１月４日（火）午後４時まで

■出願期間 令和３年１２月２０日（月）〜令和４年１月５日（水）午後4時まで

一般入学試験
専願入学試験

■試験日
A日程 令和４年２月１日（火）
B日程 令和４年２月３日（木）

■合格発表

令和４年２月６日（日）午前１０時（予定）

■入学検定料振り込み期間 令和３年１２月１日（水）〜令和４年１月２０日（木）午後４時まで

■出願期間 令和３年１２月２０日（月）〜令和４年１月２１日（金）午後4時まで

令和4年度入試日程について３

◆①インターネット出願情報入力開始 令和３年12月1日（水）から入力できます。
https://mirai-compass.net/usr/seibunh/common/login.jsf

◆②合否照会サイト
https://www.go-pass.net/seibunh/

① ②



入試種別

普通科

商業科 美術・
デザイン科

評定平均値
の科目数

⾯接形式

看護医療 進学 保育 未来創造 普通科
商業科

美術・
デザイン科

奨学生A

学業 3.8以上 3.8以上 3.8以上かつ
美術4.3以上 ５教科 個人面接

（保護者面接あり）
美術は個人面接
作品審査あり

スポーツ 2.8以上 2.8以上 2.5以上 ９教科 集団面接

文化系 3.5以上 3.5以上 ９教科 集団面接 美術は個人面接
作品審査あり

奨学生B

学業 3.5以上 3.5以上 3.5以上または3.3
以上かつ商業系資格

3.5以上かつ
美術4.0以上 ５教科 個人面接

（保護者面接あり）
美術は個人面接
作品審査あり

スポーツ 2.8以上 2.8以上 2.5以上 ９教科 集団面接

文化系 3.3以上 3.3以上 ９教科 集団面接 美術は個人面接
作品審査あり

奨学生C
スポーツ 2.8以上 2.8以上 2.3以上 ９教科 集団面接

文化系 3.0以上 3.0以上 ９教科 集団面接 美術は個人面接
作品審査あり

一般推薦 2.8以上 2.8以上 2.3以上 2.5以上かつ
美術3.3以上 ９教科 集団面接 美術は個人面接

作品審査あり

自己推薦 2.8以上 2.8以上 2.3以上 2.0以上 2.3以上 ９教科 個人面接 美術は個人面接
作品審査あり

公立併願奨学生 3.8以上 3.8以上 ５教科 集団面接 集団面接

入試出願基準・面接形式について４

※詳しくは募集要項を必ずご確認下さい。◆ポイント：学業奨学生／公立併願奨学生の受験資格 全学科・コースが対象



入 試 種 別

特典及び納付する年額

入学金 施設資金 教育充実費 施設設備資金 授業料

50,000円 120,000円
普・商108,000円

48,000円 就学支援金美144,000円

奨学⽣A 学業・スポーツ・文化系 免除 免除 免除 免除 奨学金（注１）

奨学⽣B 学業・スポーツ・文化系 免除 免除 免除 納入

（注２)
奨学⽣C スポーツ・文化系 免除 免除 納入 免除

一般推薦 免除 免除 納入 納入

自己推薦 免除 納入 納入 納入

公立併願奨学生(入学者） 170,000円（入学金+施設資金）を免除

一般入試・専願入試成績優秀者（入学者） 170,000円（入学金+施設資金）を免除

各種入学特典について
奨学生推薦・一般推薦・自己推薦入試の入学特典
公立併願奨学生／一般・専願入試成績上位者に対する入学特典

５

※詳しくは募集要項を必ずご確認下さい。

（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、納⼊して頂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頂きます。 ◆ポイント：充実した各種入学特典！



新規入学後の奨学金制度（SEIBUNスカラシップ制度）について６

●SEIBUNスカラシップA【学業】対象：進学コース・看護医療コース
※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。

奨学⽣ランク 奨学⽣Ⅰ種 奨学⽣Ⅱ種 奨学⽣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

普通科進学コース／看護医療コースに在籍している⽣徒で、学業成績等優秀者を対象に進学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
※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。

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

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 ※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。

奨学⽣ランク 奨学⽣Ⅰ種 奨学⽣Ⅱ種 奨学⽣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

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。

◆ポイント：令和4年度入学生より 入学後の奨学金制度を新設しました！



(1) 令和４年3月中学校卒業見込みで出身中学校長の推薦のある生徒。
(2) 3年間の欠席の合計が30日以内の生徒。
(3) 合格した場合は必ず入学すること。
(4) 入学後、学業や諸活動に意欲的に励み、生活態度において他の模範となる人物優秀な生徒。
(5) 3年間の5教科の評定平均値の基準を満たすこと。

出願資格及び出願条件について-1（学業／スポーツ／文化系奨学生）７
学業 奨学生推薦の出願条件

(1) 令和４年3月中学校卒業見込みで出身中学校長の推薦のある生徒。
(2) 3年間の欠席の合計が30日以内の生徒。
(3) 合格した場合は必ず入学すること。
(4) 3年間の9教科の評定平均値の基準を満たすこと。
(5) 奨学生(スポーツ)は、人物優秀で、中総体等の運動競技大会において優秀な成績を収めるなど、運動能力に優れ

入学後も学業に励み、その活動を続けること。
①奨学生A(スポーツ) 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。
②奨学生B(スポーツ) 県大会に出場し、優れた生徒、またはそれに準ずる実力のある生徒。
③奨学生C(スポーツ) 地区大会に出場し、活躍した生徒。

(6)奨学生(文化系)は、人物優秀で、各種コンクール等で優秀な成績を収め、入学後も学業や諸活動に意欲的に励み、
その活動を続けること。

①奨学生A(文化系) 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。

②奨学生B(文化系) 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。
③奨学生C(文化系) 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。

スポーツ／文化系 奨学生推薦の出願条件

スポーツ／文化系 奨学生については、
事前に中学校の先生を通し本校の当該顧問

または教頭と連絡を取り進める必要があります。

※詳しくは募集要項を必ずご確認下さい。

出願資格：全学科・全コース

出願資格：
スポーツ奨学生は普通科（全コース）・商業科

文化系奨学生は全学科・全コース

※評定の算出については、小数点第２位以下を四捨五入すること。
※評定は３年間全教科において、評定値が全て記載されていることを条件とします。



(1) 令和４年3月中学校卒業見込みで出身中学校長の推薦のある生徒。
(2) 3年間の欠席の合計が30日以内の生徒。
(3) 合格した場合は必ず入学すること。
(4) 以下の1〜6のいずれかに該当する生徒(複数選択可) 

① 学習活動に意欲的に取り組み成績良好な生徒。 ② 特別活動等に積極的に参加し活動した生徒。

③ 広く社会活動等に意欲的に取り組んだ生徒。 ④ スポーツ系部活動等に熱心に取り組んだ生徒。
⑤ 文化系活動等に熱心に取り組んだ生徒。 ⑥ 美術・デザイン系分野に意欲的に取り組んだ生徒。

(5) 3年間の9教科の評定平均値の基準を満たすこと。

一般推薦入学試験の出願条件

出願資格及び出願条件について-２（一般推薦・自己推薦）８

(1) 令和４年3月中学校卒業見込みの生徒。
(2) 合格した場合は必ず入学すること。
(3) 中学校在学中の出席状況にかかわらず本校で学びたいという意志が強い生徒で、

学習やその他の諸活動や実績等において自信を持って自分自身を推薦できる生徒。
(4) 3年間の9教科の評定平均値の基準を満たすこと。

自己推薦入学試験の出願条件

※評定の算出については、小数点第２位以下を四捨五入すること。
※評定は３年間全教科において、評定値が全て記載されていることを条件とします。

出願資格：全学科・全コース

出願資格：全学科・全コース



(１) 令和４年３月中学校卒業見込みで出身中学校長の人物証明がある生徒。
(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、 公立高校に不合格の場合は必ず本校に入学する生徒。
(４) 中学校の３年間の５教科（国語・社会・数学・理科・英語）の評 定 平 均 値 3 . 8  以 上 の生徒。

出願資格及び出願条件について-３（公立併願奨学生／一般・専願）９

公立併願奨学生入学試験の出願条件 出願資格：全学科・全コース

(１) 令和４年３月中学校卒業見込みの生徒。
(２) 合格した場合は必ず入学すること。

一般入学試験の出願条件

専願入学試験の出願条件

令和４年３月中学校卒業見込みの生徒及び過年度卒業の者。

◆ポイント：一般・専願入試の志望学科・コースの選択における注意
インターネット出願の際に志望学科・コースの選択につきましては、第1～第3志望のすべての学科・コース
を選択してください。但し、実技試験の関係上、美術・デザイン科を第2･第3志望にはできません。
なお、第2志望、第3志望がない場合は選択の必要はありません。
※第3志望までの学科・コースの合格点に達しなかった場合でも、合格点を上回っている学科・コースがあれ
ば、その学科・コースに「合格」となることがあります。



入試について−１（奨学生推薦・一般推薦・自己推薦・公立併願奨学生）10
■試験日 令和４年１月１２日（水）選考方法 面接・推薦書・調査書による総合判定 ※美術・デザイン科は作品審査があります。

■合格発表 令和４年１月１３日（木）午前10時

入試種別
募集

学科・コース
試験内容

奨学生A

学業
普通科（全コース）
商業科

個人面接（保護者面接あり）

美術・デザイン科 個人面接・作品審査（保護者面接あり）

スポーツ 普通科（全コース）
商業科

集団面接

文化系
普通科（全コース）
商業科
美術・デザイン科

集団面接 ※美術は個人面接・作品審査あり

奨学生B

学業
普通科（全コース）
商業科

個人面接（保護者面接あり）

美術・デザイン科 個人面接・作品審査（保護者面接あり）

スポーツ 普通科（全コース）
商業科

集団面接

文化系
普通科（全コース）
商業科
美術・デザイン科

集団面接 ※美術は個人面接・作品審査あり

奨学生C
スポーツ 普通科（全コース）

商業科
集団面接

文化系
普通科（全コース）
商業科
美術・デザイン科

集団面接 ※美術は個人面接・作品審査あり

一般推薦
普通科（全コース）
商業科
美術・デザイン科

集団面接 ※美術は個人面接・作品審査あり

自己推薦
普通科（全コース）
商業科
美術・デザイン科

個人面接 ※美術は個人面接・作品審査あり

公立併願奨学生
普通科（全コース）
商業科
美術・デザイン科

集団面接 ※公⽴併願奨学⽣の美術・デザイン科は
作品審査はあありません。



入試について−２（一般・専願）11
■試験日 A日程 令和４年２月１日（火） B日程 令和４年２月３日（木）
■合格発表 令和４年２月６日（日）午前10時 ※合否照会サイトで確認できます。

会場 東北⽣活⽂化⼤学⾼等学校
学科 普通科・商業科 美術・デザイン科

時程

学科試験（マークシート⽅式） 学科試験（マークシート⽅式）
8：30〜 出席確認 8：30〜 出席確認

1校時 09：00〜09：50 国語 1校時 09：00〜09：50 国語
2校時 10：10〜11：00 数学 2校時 10：10〜11：00 数学
3校時 11：20〜12：10 英語 3校時 11：20〜12：10 英語

昼 ⾷ 昼 ⾷
13：30〜 個⼈⾯接 13：30〜15：00 実技試験（デッサン）
（専願受験者、過卒者および県外からの受験者） 15：20〜 個⼈⾯接

（専願受験者、過卒者および県外からの受験者）

持ち物 受験票・筆記⽤具・上履き・昼⾷（⾯接のある⽅） 受験票・筆記⽤具・上履き・昼⾷（⾯接のある⽅）

選考⽅法 学⼒試験・調査書・⾯接（専願受験者、過卒者および県外からの
受験者対象）による総合判定。

学⼒試験・実技試験・調査書・⾯接（専願受験者、過卒者および県外
からの受験者対象）による総合判定。

◆ポイント：一般・専願入学試験のスライド合格制度について
・第１志望の学科・コースの合格点に達せず第２志望・第３志望の記載がない場合でも、合格点を上回っている学科・コースがあれば、

その学科・コースに「合格」となることがあります。
・専願受験者で、第１志望以外で合格した場合は、一般合格扱いとなります。



インターネット出願の流れについて12

◆ポイント：①顔写真はアップロードor直接貼付可能。どちらでも可能。
②複数回受験する場合は一つ目の出願情報を入力し、検定料決済後にもう一つの出願情報を入力する。

◆令和３年12月1日（水）から入力できます。



インターネット出願のSTEPについて13

STEP1 データの登録
インターネット出願サイトへアクセス
https://mirai-compass.net/usr/seibunh/common/login.jsf

画⾯の指⽰に従ってデータを⼊⼒
※登録にはメールアドレスが必要です。
本校の学校説明会、運動部体験会等で登録済みであれば、同じもので結構です。
出願期間内であれば24時間登録できます。

STEP２ 検定料⽀払い 受験票・志願票・宛名票の印刷
検定料⽀払い → 「受験票」「志願票」「宛名票」の印刷
※「A受験票」「 B志願票」「 C宛名票」は、A４⽤紙1枚に印刷されます。
「A受験票」は切り離して試験当⽇に必ずご持参ください。
「B志願票」「 C宛名票」は中学校へ提出してください。

※ご家庭にプリンターが無い場合は、コンビニエンスストアのコピー機で印刷することも可能です。
※顔写真データをアップロードされた⽅は「志願票」の写真貼付欄に印刷されます。
または、「志願票」に顔写真（縦４cm×横３cm）を直接貼付も可能です。

STEP3 出願（必要書類の郵送または持参） ※出願の際は、必ず中学校の指⽰に従ってください。
■中学校が取りまとめて出願する場合
①「B志願票」「C宛名票」を中学校へ提出してください。
②調査書や他の書類を添付して、各中学校から⼀括して本校事務室まで郵送またはご提出いただきます。

■個⼈で出願する場合
必要書類を全て⾓2封筒へ同封し、「B志願票」と「C宛名票」を切り離し「C宛名票」を貼付し、簡易書留で送付お願いします。

※中学校がとりまとめて出願する場合は

B・Cは切り離さないでください。
インターネット出願
動画による説明

◆インターネット出願 情報入力開始 令和３年12月1日（水）から入力できます。



14 令和4年度 入学特典 ５つのポイント

①私⽴⾼等学校授業料実質無償化について
「就学支援金制度」 世帯収入によっては授業料が0円！
世帯年収に応じて最⼤⽉額33,000円の⽀援⾦！
②⼊学時の奨学⽣制度の充実！
「各種奨学生特典の充実！」中学校の学業成績・部活動実績を評価！
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を導⼊！
「SEIBUNスカラシップ制度」 年間最大20万円の奨学金！⾦
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。
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！
「奨学生以外の入試特典を拡大！」
⼀般推薦⼊試 17万円免除！ ⾃⼰推薦⼊試／専願⼊試 5万円免除！
⑤本校独⾃の奨学⾦制度が充実！
「兄弟姉妹の奨学金制度」 年額12万円の奨学金！⾦
⼀家庭から⼆⼈以上の⽣徒が在籍している場合、年⻑・学年順の当該⽣徒に、年額12万円の奨学⾦を⽀給！



15 スクールバス・地下鉄MAP


