
本校の推薦入試は3種類Cl "-'ill)の形態があります。出願にあたっては、共通の出願資格および、

希望する形態の出願資格をすべて満たしていることが必要です。

共通の出願資格

I 一般推薦

(1) 2019年3月中学校卒業見込みの者

(2)本校が第一志望であり、 合格した場合に入学することを確約できる者

(3)中学校の校長が責任をもって推薦できる者

次のすべてを満たす者

(1)学業・その他の学校生活における態度が誠実であった者

(2)調査書に評定「1」がなく、かつ一般コ ー スを希望する場合は、調査書の評定の総計が72以上、

特別進学コ ー スを希望する場合は、調査書の評定の総計が100以上の者

特に定めない（すべての入試で男女をあわせて320名とする）

11 学業成績による特別推戦

次のすべてを満たす者

(1)学業成績が優秀であり、入学後、 特別進学コ ー スに在籍し、 意欲的に学業に取り組み、 他の

生徒の模範となって、本校に貢献してくれることが期待できる者

(2)調査書の評定の総計が122以上の者

若干名

入学金・教育充実費および3年間の授業料·施設設備費の全額を免除します。

ただし、入学後、生活態度や学業成績が良好でない場合は、その資格を失うことがあります。

その場合、それ以前の学費は求めず、それ以降の在学資格も失わないものとします。

m 部活動による特別推脱

共通の日程等

次のすべてを満たす者

(1)部活動において優れた実績を残し、入学後、その活動を通じて、本校の活性化と発展に貢献

してくれることが期待できる者

(2)本校が指定する部活動の顧問から推薦があった者

若干名

入学金・教育充実費および3年間の授業料·施設設備費の全額または一部を免除します。

ただし、入学後、出願資格に関わる部を退部した場合は、その資格を失います。

その場合、それ以前の学費は求めず、それ以降の在学資格も失わないものとします。

2019年1月7日（月）~1月11日（金） [9時~16時］

2019年1月18日（金） [14時00分~16時00分］

面 接

戸；十□言：~16時00分

本 校

12,000円

調査書及び面接の結果に基づき総合的に判断する。

2019年1月23日（水）9時 本校玄関前に掲示（本校ウェブサイトにも掲載）

2019年1月23日（水）~1月30El (水）15時

入学手続費用（下記）を振込んだ時点で手続完了となります。

110,000円（入学金60,000円および教育充実費50,000円）

2019年3月16日（士）10時 本校 ※保護者同伴で必ず出席してください。



2019年3月中学校卒業見込みの者および中学校を卒業した者

特に定めない（すべての入試で男女をあわせて320名とする）

2019年1月28日（月）~2月1日（金） [9時~16時］

2019年2月13日（水） [8時20分~15時50分 ］

国語、英語、数学、社会、理科、面接

入室完了 8時20分まで

受験上の注意 8時25分~ 8時35分

① 国 語 8時45分~9時35分

② 英 語 9時50分~10時40分

③ 数 学 10時55分~11時40分

昼休み 11時40分~12時20分

④ 社 会 12時25分~13時10分

⑤ 理 科 13時25分~14時10分

⑥ 面 接 14時25分~15時50分

本 校

12,000円 ※推薦入試受験者が一般入試を受験する場合は受験料免除

調査書、学科試験及び面接の結果に基づき総合的に判断する。 なお、特別進学コ ー スを希望して

不合格になった者が、一般コ ー スで合格することもある。

2019年2月20日（水）9時 本校玄関前に掲示（本校ウェブサイトにも掲載）

2019年2月20日（水）~3月15日（金）15時

入学手続費用（下記）を振込んだ時点で手続完了となります。

110,000円 ［入学金 60,000円および教育充実費 50,000円］

2019年3月16日（土）10時 本校 ※保護者同伴で必ず出席してください。

会場の下見

試験当日 のバス運行

入試成績による特別奨学生制度

2019年2月12日（火）[14時00分~16時00分］事前申込み不要

2019年2月13日（水）聖愛高校発JR弘前駅行き（路線バス）

15時00分、16時00分（各1台） 運賃280円(2018年7月時点）

一般入学試験を希望コ ー ス 「特別進学コ ー ス」として受験する者

入学した場合、特別進学コ ー スに在籍する者 （※県立高等学校との併願可能）

特に定めない

特になし

学科試験の総点が400点以上の者

合格発表時、「合格通知書」とともに 「入学届」をお渡しします。

希望する者は、2019年2月20日（水）~3月15日（金）15時までに「入学届」を本校事務室に

提出してください。

入学金・教育充実費および3年間の授業料・施設設備費の全額を免除します。

入学後、生活態度や学業成績が良好でない場合は、その資格を失うことがあります。

その場合、それ以前の奨学金の返還は求めず、それ以降の在学資格も失わないものとします。



1 出願書類等
以下の出願書類等を中学校の校長から本校の校長あてに提出すること。( 1) ~ ( 3)は全員が提出し、(4) ~ ( 6)は必要に応じ て提出すること。

(1)入学願書（本校ウェブサイトよりダウンロ ー ドした用紙）

(2)調査書（本校ウェブサイトよりダウンロ ー ドした用紙または青森県立高等学校入学者選抜様式で作成したもの）

(3) 受験料 (12,000 円）
※現金または郵便為替を持参してください。郵送の場合は郵便為替 のみ扱います。※銀行振込を希望する場合は、事前に本校事務室までご相談ください。
※推薦入学試験を受験した 者が一般入学試験の出願をするときの受験料は免除となります。

(4)推薦 書（本校ウェブサイトよりダウンロ ー ドした用紙）
※推薦入試 受験者のみ提出

(5)「身体等の状況の記録」
※難聴者、弱視者、その他身体の不自由な者等で、入学試験および入学後の学校生活において、特に配虜する必要がある者については、あらかじめ本校の校長に直接

その事情を連絡し、別に、 次の事項を記入した 「身体等の状況の記録」（様式自由）を作成して提出してください。
（ア） できるだけ詳細な身体等の状況及び 学校で配慮している措置
（イ）入学試験にあた って配慮してほしい措置
（ウ）入学後、特に配慮する必要のある措置または指導上留意すべき事項

(6)返送用封筒
※ 受験票および 合格通知等書類の郵送 （簡易書留）を希望する場合 のみ

受験票 （全入試共通）
長形3号封筒にあて名を明記し、392円分の切手を貼付してください。（速達を希望する場合は速達料金280円分の切手を追加してください。）

合格通知等書類
（ア） 一般入試用 角形2号封筒にあて名を明記し、450円分の切手を貼付してください。（速達を希望する場合は速達料金280円分の切手を追加してください。）
（イ）推薦入試用 角形2号封筒にあて名を明記し、710円分の切手を貼付してください。（速達を希望する場合は速達料金380円分の切手を追加してください。）

2 校納金
入学時

60,000円 50,000円

月額（平均）

37,200円

※この他、各種入会金及びスポーツ振興センター掛金等の諸費用(8,656円）を納めていただきます。

3 就学支援金および就学支援費補助

国による高等学校等就学支援金 （以下「就学支援金」と表記） と青森県による私立高等学校等
就学支援費補助 （以下「就学支援費補助」と表記）は、教育に係る経済的負担の軽減を目的と
して、授業料等の一部が補助される制度です。保護者 （両親の場合は2人） の県民税・市町村
民税所得割額の合計額によ って区分され補助額が異なります。

Al 
0円 I 24,750円I 4,950円 1 7,500円（概ね年収250万円未満）

100円~85,500円未満
BI(概ね年収250万円~350万円未満） I 19,soo円I 2,470円 1 14,930円

Cl 85,500円~257,500円未満 I 14,sso円I（概ね年収350万円~590万円未満） 0円I 22,350円

257,500円~507,000円未満
DI （概ね年収590万円~910万円未満）1 9,900円I 0円 1 27,300円

他1
507,000円以上

I 0円I 0円 1 37,200円（概ね年収910万円以上）

注1 補助金は、本校が生徒本人に代わって受け取り、授業料等に充てることになります。
生徒本人（保護者） が直接受けとるものではありません。

注2 保護者の離職等の事由により収入額が減少した場合 （家計急変）、月額7,420円~29,700円
の範囲で補助があります。

4 奨学のための給付金

青森県による青森県私立高校生等奨学のための給付金 （以下「奨学給付金」
と表記）は、授業料を除く教育に必要な経費の負担軽減のために、下記の要
件を満た した 保護者に対して給付される給付金です。

(1)支給要件
基準日（当該年度の7月1日）において、次のすべての項 目に該当する場合
•生活扶助受 給世帯または県民税•市町村民税所得割額非課税世帯（保

護者が両親の場合はその2人の所得割額が0円）に属していること。
●保護者が県内に住所を有していること。
（保護者が青森県在住でない場合は、お住まいの都道府県で手続きし
て頂く必要があります。都道府県よって制度の詳細は異なります。）

(2)支給額

生活扶助受給世帯 52,600円

三合；；；；; 三三？贔= I ,: こ：
(3)支給時期と支給方法

当該年度内に一括して保護者の口座に振り込 みます。

5 _± な奨学金等

30,000円［自宅通学生］
35,000円［自宅外通学生］（貸与月額）

13,000円（貸与月額）

※各奨学金に条件があります。詳細についてはお問い合わせください。
※その他の奨学金（地方公共団体や他の団体・企業 などの奨学金）についても募集が

あります。

_,'"き直耳�·�咀毎缶·； 弗囁�カ!l司等紐

25,000円（給与月額） 25,000円（給与月額）
※在学中の家計急変に限る ※在学中の家計急変に限る

※各奨学金に条件があります。詳細についてはお問い合わせください。




