


入試種別 入試区分 学校推薦 出願条件[評定基準] 試験内容 入試日程 入試での優遇 免除される学納金＊3

奨学生入試

学業奨学生Ⅰ-A 専願 要 特進アスリート／特進アクティビティ：3.8以上
その他のコース・クラスは4.0以上

個人面接・
エントリーシート

提出

平成31年
1月16日(水) ─

入学金、教育充実費、
教育経費、施設設備費

学業奨学生Ⅰ-B 公立併願＊1 不要 全コース：4.2以上

学業奨学生Ⅱ

専願 要

特進：3.5以上
リベラルアーツ/プログレス/ジェネラルスタディ：

3.2以上
入学金、教育充実費

部活動奨学生Ⅰ＊2 特進：3.5以上
リベラルアーツ/プログレス/ジェネラルスタディ：

2.7以上

入学金、教育充実費、
教育経費、施設設備費

部活動奨学生Ⅱ＊2 入学金、教育充実費

特別推薦
入試 寺院特別推薦 専願 不要

特進：3.5以上
リベラルアーツ/プログレス/ジェネラルスタディ：

3.0以上
◎僧職が推薦する者 
◎推薦者と志願者の関係は2親等以内の親族とする

個人面接 平成31年
1月16日(水) ─ 入学金、教育充実費、

教育経費

推薦入試
［特進を除く］

一般推薦
専願

要
─

個人面接
平成31年
1月16日(水) ─ ─

自己推薦 不要 個人面接・
自己推薦シート提出

一般入試

専願

不要

全コース：英・国・数・集団面接
※ただしB日程（リベラルアーツ／プログレス／ジェネラルスタディ）では
3教科の内、高得点の2教科で判定

※A・B両日程出願可

A日程／平成31年
2月4日(月)

B日程／平成31年
2月6日(水)

専願・公立併願
優遇制度

※総得点に一定の
点数を加点

チャレンジ奨学生選考
奨学生Ⅰ 採用の場合　
入学金、教育充実費、
教育経費、施設設備費

奨学生Ⅱ 採用の場合　
入学金、教育充実費

公立併願＊1

併願 ─

＊1.本校を私立高校の中で第1志望とし、公立高校（前期及び後期入試）に不合格の場合は必ず本校に入学する者。 ＊2.部活動奨学生を希望する方は、中学校の先生を通じて本校各部顧問までご連絡ください。
 ＊3.入学金（50,000円）　教育充実費（140,000円）　教育経費（月額7,000円）　施設設備費（月額10,000円）

Mikamine Campus

テニスコート

2号館校舎

4号館校舎 3号館校舎

人工芝グラウンドトレーニングルーム

屋内練習場

1号館校舎

中庭

食堂

無料シャトルバスあり

体育館

男子寮

特進アスリートコース

サールナートホール カフェテリア アークアリーナ テニスコート

全面人工芝グラウンドテニスコート吹奏楽専用合奏スタジオ

屋内練習場（弓道場併設）

聖和学園野球場
（聖和学園名取総合運動場内）

平成３１年度入試から本校ではＷＥＢによる出願
情報の事前登録がはじまります。この取り組みに
より、中学校提出用願書のＷＥＢ印刷及び、入学
試験検定料のコンビニエンスストアやクレジット
カードによる支払いが可能となる予定です。詳しく
は各種イベントで登録・出願方法を説明させてい
ただきます。

「専願・公立併願優遇制度」を
活用しよう！

一般入試では 専願・公立併願（私立は聖和が第一志望）
 が有利！ 総得点に一定の点数を加点し合否判定を行います。
〇専願・公立併願出願は総得点に１５％～１０％（目安）が加点されます！

「チャレンジ奨学生選考」で
奨学生採用のチャンスが拡大！

平成30年度一般入試では2640名の受験生に対し、

 599名が奨学生合格！
学業奨学生Ⅰは総得点が６５％以上の受験生を採用選考の目安とします
学業奨学生Ⅱは総得点が５５％以上の受験生を採用選考の目安とします

東北初！
入試WEB出願ができます！

創部13年となる硬式野球部において、高校・
大学野球で実績があり、野球指導を通じての
人間教育にも優れた大橋寿一氏を新監督に
招聘し甲子園出場を目指します。「聖和学園名
取総合グラウンド」にある専用の野球場で日々
練習に励んでいます。

硬式野球部が新体制でスタート！！
名取総合グラウンドに
専用球場を整備

聖 和 学 園 の 最 新 情 報 を ピック ア ップ

全面人工芝グラウンドが完成！
女子合宿施設も

校地内に新設されます！
薬師堂キャンパスのグラウンドが人工芝化され
ました。部活動や普段の授業、運動会・スポー
ツ大会などの各種イベントで活用されています。
また、薬師堂キャンパスの校地内に女子合宿
施設が新設されます。運動部などの県外入学
生を安全快適な女子専用施設で受け入れます。

三神峯 薬師堂

Yakushido Campus Seiwa  News

サールナートホール

多目的コート

正門（北門）

アークアリーナ

グラウンド 南門
テニスコート

トレーニングルーム

地下鉄東西線 「薬師堂」駅

新女子合宿施設（建設中）

メディアセンターライブラリー
茶道室

カフェテリア

全面人工芝グラウンド 多目的コート MCL（メディアセンターライブラリー）

薬師堂キャンパス 三神峯キャンパス

特進アドバンスコース

2020年 教育改革に対応した新6コースがスタート！！ それぞれの「学習スタイル」 でコースが選択できます。

探求型学習探求型学習

吹奏楽系吹奏楽系

●　8校時まで授業（週4日）、土曜日も進学特別講座を実施し問題演習を
中心に受験対応力を身につけます。

●　文理混成クラスとし、1年次に個別面談や系選択ガイダンスを通じて
2年次からの学びの分野（文系科目・理系科目）を選択します。

●　学習ペースの確認から志望校選びまで、徹底した進路サポートを実施
し、国公立大学や難関私立大学への進学を目指します。

●　学習スタイルに合った適切な指導で、国公立大学や難関私立大学への進学を目指します。
●　スタディクラスでは、通常の７時間授業に加えて週２日は９時間授業を実施し受験に必要
な学習時間を計画的に確保します。

●　アクティビティクラスでは、運動部や文化部の活動に積極的に取り組みながら、受験対応
のカリキュラムで現役合格を目指します。

徹底した学習サポートで
確かな学力を養成します

●　部活動に取り組みながら、国公立大学・難関私立大学を目指すカリ
キュラム編成。通常の６校時授業に加えて「０校時授業」を実施。さらに
最新タブレット型端末の活用により受験対策に必要な学習時間を計
画的に確保します。

●　オリンピックメダリストなどのトップアスリートによるキャリア講座も実施
します。

●　3年生の競技生活引退後からは計画的に進学特別講座を実施します。

県内私学随一の
文武両道を目指します　

文理混成クラス

定員390名 定員190名

各系混成クラス

文理混成クラス

Free
WiFi
入ります

Free
WiFi
入ります

グラウンド

募集案内・要項
多彩な入試制度でチャンスの幅を広げよう！

入試トピックス

H30年度実績より

弓道場

学習中心型特進 特進パイオニアコース 文理混成クラス

学習中心型特進 スタディクラス

部活動両立型特進 アクティビティクラス

文系進学系

理系進学系

文理進学系 私立4年制大学、短大、専修・各種学校などへの
進学を目指す
普通科で音楽の実践的授業も学べる
幼稚園教諭、保育士、音楽関係の進路を目指す
社会での即戦力として、多くの資格取得
ビジネスマナーの体得、進学及び就職を目指す

吹奏楽・音楽保育系

ビジネス・ホスピタリティ系

リベラルアーツコース

アクティブ・ラーニングアクティブ・ラーニング

リベラルアーツ・プログレスコースは、
2、3年次に下記系科目から選択（週6時間）

バランスのとれた
思考力・判断力・表現力を養成します 個々の目的に合わせた

手厚い指導

●　高校1年次から、基礎学力の定着に向けてコース共通カリキュラムに計画的に取り組みます。
●　「探求型学習」を取り入れ、推薦・AO入試に対応した文章力を身に付けます。
●　2年次から文理進学系，吹奏楽・音楽保育系，ビジネス・ホスピタリティ系に分かれ、幅広
い視野での進路選択が可能。

一人ひとりが納得のいく
進路実現をバックアップ

総合進学系科目（文・理）

看護・医療進学系科目

子ども保育進学系科目

情報キャリア系科目

社会福祉系科目

メディア芸術進学系科目

ベーシックスタディ系科目

各系混成クラス 総合型

総合型

プログレスコース

●　「理解できた」という実感が持てる授業を行い、「もっと学びたい」という意欲を引き出しま
す。２年次からはベーシックスタディ系科目を中心とした7つの系科目から選択できます。

●　複数担任制による親身なフォロー、丁寧なスローペース授業を行います。
●　ベーシックタイム（基礎演習）を実施、早期に個 の々学習課題を解決します。

個々を尊重しながらじっくり学び、
豊かな心の成長をサポート

基礎学力重視型

基礎学力重視型

部活動両立型特進 ジェネラルスタディコース 各系別クラス 総合型

学習中心型特進 部活動両立型特進

7
つ
の
系
科
目
か
ら
選
択
可

２年次から
系選択

部活動と
両立できる！

教室は冷暖房を備え
快適な学習環境です。

教室は冷暖房を備え
快適な学習環境です。

●　各教科においてＰＢＬ（課題解決型学習）を導入し、ミニホワイトボードを使用したグルー
プワークやＩＣＴ機器を活用しながら主体的に考える力を養います。

●　２、３年次は各系科目選択の混成クラス編成となり、興味の持てる分野を専門的に学
ぶことができます。

●　英語・数学は習熟度別クラス編成によるきめ細かい指導を行います。

特進アドバンス
特進アスリート

リベラルアーツ
プログレス定員90名

特進パイオニア 　 定員60名
ジェネラルスタディ 定員130名定員300名




