２ ０ ２ １ （令和３ ）年度

弘前学院聖愛高等学校 募集要項

推薦入学試験
本校の推薦入試は３種類（Ⅰ～Ⅲ）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
次のすべてを満たす者
（1）２０２１（令和３）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

Ⅰ 一般推薦
出願資格

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

募集人員

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）

Ⅱ 学業成績による特別推薦
出願資格

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

募集人員

2名

特待制度

入学金および３年間の授業料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。
ただし、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。

Ⅲ 部活動による特別推薦
出願資格

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

募集人員

若干名

特待制度

入学金および３年間の授業料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。ただし、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。

共通の日程等
願書受付期間
試験日
試験の内容

２０２１（令和３）年１月４日（月）～１月８日（金）［９時～１６時］ （郵送の場合は締切日時必着）
２０２１（令和３）年１月２１日（木）［１４時００分～１６時００分］
面接

試験日の日程

入室完了
面 接

試験会場
受験料

１４時００分
１４時１０分～１６時００分

本校
１２,０００円

選考方法

調査書及び面接の結果に基づき総合的に判断 する。

合格発表

２０２１（令和３）年１月２６日（火）９時 本校玄関前に掲示（本校ウェブサイトにも掲載）

入学手続期限

２０２１（令和３）年１月２６日（火）～１月２９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。

入学手続費用

入学金６０,０００円

入学者説明会

２０２１（令和３）年３月１８日（木）１０時 本校

※保護者同伴で必ず出席してください。

一般入学試験
出願資格

２０２１（令和３）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

募集人員

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）

願書受付期間
試験日
試験の内容

２０２１（令和３）年１月２５日（月）～１月２９日（金）［９時～１６時］ （郵送の場合は締切日時必着）
２０２１（令和３）年２月１０日（水）［８時２０分～１４時１０分］
国語，英語，数学，社会，理科

試験日の日程

入室完了

※２０２１（令和３）年度入試は面接試験を実施しません
８時２０分まで

出欠確認・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

※２０２１（令和３）年度入試は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため面接試験を実施しません
試験会場
受験料
選考方法
合格発表
入学手続期限

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。
２０２１（令和３）年２月１８日（木）９時 本校玄関前に掲示（本校ウェブサイトにも掲載）
２０２１（令和３）年２月１８日（木）～３月１５日（月）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。

入学手続費用

入学金６０,０００円

入学者説明会

２０２１（令和３）年３月１８日（木）１０時 本校

その他

※保護者同伴で必ず出席してください。

会場の下見

２０２１（令和３）年２月９日（火）［１４時００分～１６時００分］ 事前申込み不要

試験当日の

２０２１（令和３）年２月１０日（水） １４時３０分

バス運行

聖愛高校発 ＪＲ弘前駅行き（路線バス） 運賃２9０円（２０２０年７月時点）

入試成績による特別奨学生制度
資格

一般入学試験（上記）を希望コース「特別進学コース」として受験する者

条件

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）

募集人員

特に定めない

出願書類

特になし（一般入学試験を希望コース「特別進学コース」で受験する者全員が対象となります）

選考基準

一般入学試験で試験（5 教科）の総点が 400 点以上の者

選考発表

合格発表時、「合格通知書」とともに「入学届」をお渡しします。

入学手続
奨学制度
備考

希望する者は、２０２１（令和３）年２月１８日（木）～３月１５日（月）１５時までに「入学届」を本校事
務室に提出してください。
入学金および３年間の授業料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。
ただし、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する。

出願書類
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、特に配慮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、４０４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２９０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、４６０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２９０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３９０円分の切手を追加してください。）

校納金
入学金（入学手続費用）
60,000 円 ※非課税世帯には入学後、「入学金補助」が 50,000 円支給されます
授業料等（月額平均）
授業料

ＰＴＡ会費

生徒会費

後援会費

実習費

合 計

31,900 円

1,200 円

1,500 円

4,700 円

2,675 円

41,975 円

その他、各種入会金・団体負担金等の諸費用（10,435 円）を 4 月に納めていただきます。
配布される iPad の通信料は実習費に含まれます。

就学支援金等（授業料補助）
区

世帯収入

分

就学支援金（国）

年収目安

就学支援費補助（県）

校納金実質負担額

月額

月額平均

月額

A

590 万円未満

31,900 円

0円

B

590 万円～710 万円未満

9,900 円

9,900 円

C

710 万円～910 万円未満

9,900 円

0円

0円

0円

910 万円以上

10,075
22,175
32,075
41,975

円
円
円
円

注１ 世帯収入の年収目安は、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です。
入学後にマイナンバーにより世帯収入を確認して区分が決定されます。
注２ 授業料補助は、本校が生徒本人に代わって受け取り、授業料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３ 保護者の離職等の事由により収入額が減少した場合 に適用される家計急変制度があります。

青森県私立高校生等奨学のための給付金
保護者が青森県内に住所を有する下記の対象世帯に、教科書費や教材費などの授業料以外の
教育に必要な経費に使える給付金として保護者に支給されます。

県民税所得割及び市町村民税所得割非課税世帯
（生活保護（生業扶助）受給世帯を除く）
給付金の対象となる通信制の高校生等がいない世帯

給付金の対象とな

生活保護

この生徒に高校生等以外の被扶養者である

この生徒に被扶養

る通信制の高校生

（生業扶助）

15 歳以上 23 歳未満の兄弟姉妹がいない世帯

者である高校生等

等がいる世帯

受給世帯

以外の 15 歳以上
この生徒が 1 人目の

この生徒が 2 人目以

23 歳未満の兄弟姉

給 付 申 請 で ある 場 合

降の給付申請である

妹（中学生を除く）

（第 1 子の申請）

場合（第 2 子以降の

がいる世帯

申請）

1 人あたり

1 人あたり

1 人あたり

1 人あたり

1 人あたり

年額 52,600 円

年額 103,500 円

年額 138,000 円

年額 138,000 円

年額 138,000 円

注１ 保護者の住所が他都道府県にある場合は青森県からこの給付金を受けることはできません。

主な奨学金
青森県育英奨学会

18,000 円 、２3,000 円、30,000 円 、35,000 円 から選択

弘前市

1３,000 円（ 貸与月額）

ＰＴＡ奨学金

月額 ２５,000 円 （返還不要） ※在学中の家計急変 対象

校友会奨学金

月額 ２５,000 円 （返還不要） ※在学中の家計急変 対象

（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）も募集があります。

弘前学院聖愛高等学校

