
薬師堂キャンパス 三神峯キャンパス 同時開催!!

男女90名

男女300名

スクールライフサポート

学習サポート

A4三つ折りリーフ　学校説明会版  オモテ
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生活習慣のサポート

聖和学園は、仏教による「心の教育」
を建学の精神として、心豊かな人材
の育成に力を注いでいます。その一
環として、規則正しい生活習慣や正
しい制服の着こなしについての指導
などを通して生徒一人ひとりの規範
意識を育成し、自発的に正しい判断
ができる力を養います。

聖和カウンセリング・マインド

生徒と教師の対話を何よりも重視し、
日常生活における生徒一人ひとりの
状況把握に努めています。学習状況
や進路希望のみならず、ささいな心
配事や悩みごとまでしっかりと把握
し、それぞれの生徒の思いを受け止
め、その可能性を伸ばすための支
援・指導を行います。

タブレット端末などのICT機器を授業に取り入れ、
アクティブラーニングを実施しています。

また、学習意欲の向上や学習習慣の確立、基礎学力の定着、
入試対策にも役立てています。

tel.022-304-2030
〒982-0026 仙台市太白区土手内二丁目1-1　FAX 022-304-2160

tel.022-257-7777
〒984-0047 仙台市若林区木ノ下三丁目4-1　FAX 022-257-1484

薬師堂キャンパス

三神峯キャンパス

コース一覧

聖和ポータル
SEIWA PORTAL

学校説明会・模擬入試

個別進学相談会

10/31（土）・11/21（土）
夕方学校説明会 10/16（金）・11/6（金）

11/ 9（月）～12/11（金）
18:00～

Web予約

Web予約

Web予約

ＷＥＢ出願サポート期間 11/16（月）～12/18（金）

学校説明会&
模擬入試
開催!!

TOPICS 三神峯
キャンパス
限定

10/31（土）
11:30～12:30
体験会実施！体験会実施！

ジェネラルスタディコース
アクティブ・アート系に
ダンス・パフォーマンス専攻が
新設されます
主にストリートダンスの実技
やリズム・ヴォーカルトレー
ニングなどを習得しながら、
多様な発表の機会を設け、
表現する楽しさを学びます。
プロのダンスインストラク
ターが指導を担当します。

Tel予約

特進アドバンスコース
文理混成 学習中心型特進

徹底した学習サポートで
確かな学力を養成します
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。

文系

文理混成 部活動両立型特進

各系別 総合型

特進アスリートコース

県内私学随一の文武両道を
目指します
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。

リベラルアーツコース

バランスのとれた
思考力・判断力・表現力を養成します
2，3年次は各系科目を選択し，興味の持てる
分野を専門的に学ぶことができます。

プログレスコース
各系別 基礎学力重視型

個 を々尊重しながらじっくり学び，
豊かな心の成長をサポート
「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。

個々の目的に合わせた手厚い指導
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。

自分の個性を探求し,
更に輝くためのサポート
「探究型学習」を取り入れ，学校推薦型選抜
入試・総合型選抜入試に対応した文章力を
身に付けます。

各系別 総合型

文理混成
スタディクラス 学習中心型特進
アクティビティクラス 部活動両立型特進

特進パイオニアコース

ジェネラルスタディコース

理系

薬師堂キャンパス

三神峯キャンパス

男女60名

男女130名

二年次から
科目選択

文系科目

理系科目

二年次から
科目選択

総合進学系科目（文・理）

看護医療進学系科目

子ども保育系科目

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

二年次から
科目選択

文理進学系
ビジネス・ホスピタリティ系
教育・コミュニティ系
アクティブ・アート系

二年次から
科目選択



薬師堂キャンパス 三神峯キャンパス 同時開催!!

A4三つ折りリーフ　学校説明会版  中面

聖和学園高校の新入試制度

Webで申込受付中！！
お気軽にご相談ください。

学校生活に
ついて知りたい
学校生活に
ついて知りたい

入試制度に
ついて知りたい
入試制度に
ついて知りたい

コースの
学びについて
知りたい

コースの
学びについて
知りたい

令和2年度の本校入試問題を
使用した模擬試験です。

学校説明会 + 模擬入試参加

※上履きをご持参ください

8:30 受付開始　9:00スタート10/31（土）・11/21（土）

夕方学校説明会も予定しています10/16（金）・11/6（金）

8:30～

受付

点呼説明 英語
休み
時間 国語 + 数学 ミニ説明会 + 問題解説

答案返却

個別相談／校舎見学
（ 希望者のみ ）

個別相談／校舎見学
（ 希望者のみ ）

中学生の方

保護者の方 学校説明会

入
場
開
始

9:00 9:20 9:40 10:20 10:40 11:40 11:50 13:00 14:00

模擬試験の説明
1日の説明を行います

平日の夕方に学校説明・見学ができる
「夕方学校説明会」を開催します。

採点結果返却・
オリジナル回答
解説集の配布当日は、氏名・学校名の登録は不要です。

先着順に仮の受験番号のある座席に
着席していただきます。
※当日中に仮の受験番号によってご本人に採点結果
を返却いたしますが、個人を特定できる成績等の
データは一切残りませんのでご安心ください。

お仕事などで、日中の参加が困難な保護者の方にも参加がしやすい
ように、平日にも説明会を開催いたします。ぜひご参加ください。

聖和学園模擬入試

学校説明会

令和2年度（昨年度）の入試問題を
使用いたします。（マークシート形式）

模擬入試を受けている間、保護者の
方には、学校説明会や個別相談や
校舎見学にご参加いただけます。

18:00～
19:00

10:00 11:30

10:00 11:30

受付 学校説明会

9:30

個別相談／校舎見学
（ 希望者のみ ）

学校説明会のみの参加
12:30

学校説明会・模擬入試
予約制

予約制

三神峯キャンパス限定

 ダンス体験会
（ヒップポップ）実施！

10/31（土）11:30～12:30

消毒清掃 手指消毒液
の設置

検温・手洗い・
うがいの徹底

マスク
着用新型コロナウイルス感染予防対策をとって実施します。

移
動

11/9（月）～12/11（金）
の期間中、受付しています。

詳しくは、募集要項をご覧ください。

奨学生・推薦入試について

一般入試について

免除
50,000円

50,000円

免除

免除

免除

免除
140,000円

毎年200,000円を３年間給付　計600,000円

毎年100,000円を３年間給付　計300,000円

ー

ー

特典 A

特典 B

特典 C

特典 D

給付型教育奨学金教育充実費入学金特典

評定平均値を受験生に有利になるように考慮します！

個別進学相談会実施!!
16:00 ~ 17:00

予約制

聖和学園を第1志望とする受験生への特典を充実させます！

コロナウイルス対策も万全

Point 1

受験会場を分散します！ （県内7会場で実施）Point 1

Point 2

試験の時間を大幅に短縮します！ （ 2時間で3教科）Point 2

奨学生・推薦入試は入学検定料がお得！
Point 3

9教科の評定平均値は,中学校3年間の評定平均,または中学校3年次（1年間）の評定
平均値の高い方とします。

一般入試 検定料

12,000円
奨学生・

推薦入試だと…

例. 学業奨学生（専願）で出願の場合Check!

3年間の評定平均  → 3.8（学業B） 3年次（1年間）の評定平均  →  4.0（学業A）

6,000円 半額！

新型コロナウイルス感染予防の観点から、昼食の提供はいたしません。




