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■駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

ヴェリタス館
ドミニコ聖堂

幼稚園 体育館

歯科

信号

小学校
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学校周辺拡大図

◆　特 別 進 学 コ ー ス
◆　総 合 進 学 コ ー ス
◆　未 来 探 究 進 学 コ ー ス

聖ドミニコ学院高等学校

生 徒 募 集 要 項

２０２２年度

一方通行

ドミニコ学院前
交通案内

■JR仙台駅西口バスプール ９番より
　 •交通公園循環広瀬通経由で「ドミニコ学院前」
　　下車（徒歩１分）
■JR仙台駅西口バスプール ７時台は９番より
　 ８時台からは10番
　 •交通公園循環大学病院前経由で「宮城一高前」
　　（徒歩５分）または「牛越橋」下車（徒歩８分）
■仙台市営地下鉄 北四番丁 二日町北四番丁バス停1番より
　 •大学病院経由で「八幡一丁目」下車（徒歩８分）
■その他方面から（茂庭・作並・中山・大石原など）
　 •「大崎八幡宮前」下車（徒歩８分）

バスをご利用の場合
仙台市営バスでのアクセスが便利です

■仙台市営地下鉄東西線 国際センター駅より
　徒歩17分。
■川内駅よりバスで10分「牛越橋」下車（徒歩５分）

地下鉄をご利用の場合
仙台市営地下鉄東西線が便利です

県道31号線（旧国道48号線）方面からおいでの方は、
八幡五丁目信号を曲がり150ｍ先のファミリーマートの
角を左折、約500ｍ走ると聖ドミニコ学院に着きます。
イベント時には臨時駐車場を用意しておりますので、
係員の誘導で駐車してください。

自家用車をご利用の場合

東北大学医学部附属病院

宮城一高
厚生病院厚生病院厚生病院

メディアテーク

広瀬川

市民会館市民会館市民会館
仙台二高県美術館県美術館県美術館

東北大学
川内キャンパス
東北大学
川内キャンパス

青葉城址 市博物館

広瀬川

牛越橋牛越橋牛越橋

大崎八幡宮前

宮城一高前宮城一高前宮城一高前

ファミリー
マート
ファミリー
マート
ファミリー
マート

ドミニコ
学院前
ドミニコ
学院前
ドミニコ
学院前

大崎八幡宮前

仙台国際
センター
仙台国際
センター

大
町
交
番

信号

八幡一丁目

青葉通

定禅寺通

広瀬通

地下鉄東
西線

地下鉄東
西線

聖ドミニコ学院
中学校高等学校 川内駅川内駅川内駅

川内駅
国際センター駅

大町西公園駅

駐車場
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募集定員（推薦入学試験・一般入学試験を合わせた人数）
科 普通科（女子のみ）

コース 特別進学コース 総合進学コース 未来探究進学コース

募集定員 35名 60名 60名

コースの
特色

国公立大学、難関私立大学への現役
合格を目指すコースです。週６日間
で37時間の授業を実施し、夏休みや
冬休みには特別編成授業を行います。
２年次からは文系・理系に分かれて
大学入試一般選抜に対応した授業を
行います。

勉強と部活動を両立しながら、４年
制大学や短大、看護医療系専門学校
への進学を目指します。
１年次は基礎学力をつけ、２年次か
ら文系・理系に分かれて受験科目を
集中して学びます。

未来を拓く、その礎を築くことをめ
ざすコースです。探究活動を中心に
学びを深め、「子ども教育系」、「国際
探究系」、「情報系」の３つの系に分
かれて、上級学校につないでいくこ
とを目標としています。

※総合進学・未来探究進学コースの２コースは、進路実現に必要不可欠な基礎学力を固めることを目的に１年次は共通カリキュラムで学
習するため、コースの枠をはずしたクラス編成となることがあります。

※募集定員は内部進学者を含めた定員です。

留意事項
学校推薦入試

在籍中学校長の推薦が必要で、出願条件には評定基準があります。合格者は必ず本校に入学する専願入試で、学業奨学生、または専
願特典に該当します。詳細は、Ｐ４を参照してください。

部活動推薦入試
在籍中学校長の推薦が必要で、出願条件には評定基準があり、部活動実績（剣道またはバレーボール）と入学後の活動継続が必要とな
ります。出願できるのは総合進学コース・未来探究進学コースです。合格者は必ず本校に入学する専願入試で、部活動奨学生に該当
します。詳細は、Ｐ５を参照してください。

専願自己推薦入試
出願条件に評定基準はありません。合格者は必ず本校に入学する専願入試で、専願特典があります。出願できるのは未来探究進学
コースです。詳細は、Ｐ６を参照してください。

公立併願自己推薦入試
公立高校を併願受験ができますが、私立高校では本校が第一志望となります。出願条件には評定基準があります。詳細は、Ｐ７を参
照してください。

一般入学試験（専願志望）
合格者は必ず本校に入学する専願入試で、専願特典があります。詳細は、Ｐ８を参照してください。

一般入学試験の受験コース併願について
一般入学試験のＡ日程・Ｂ日程と二次入試では、第1志望コースの他に第2志望コースを併願することができ、第１志望コースが不合
格になっても第２志望コースにスライド合格することがあります。

出願書類
出願書類の提出は入学試験ごとに必要です。推薦入試と一般入試を受験する場合、一般入試がＡ日程入試かＢ日程入試のどちらか１
度なら計２通の提出、A日程・B日程を両方受験する場合は合計で３通の提出が必要となります。また、それぞれ調査書・入学試験
結果通知用封筒の提出もお願いします。

受験料
何度受験しても受験料は一律14,000円のみとなります。推薦入試と一般入試を受ける場合でも、一般入試でＡ日程とＢ日程を両方受
験する場合でも、受験料は14,000円だけです。

受験票
受験票は一括して中学校に送付します。ただし、推薦入試で合格した受験生には、一般入試の受験票は送付しません。

二次入試
出願できるのは、本校をまだ受験していない生徒でかつ他校への入学手続きを完了していない人だけです。本校の推薦入試および一
般入試で不合格になった受験生は、二次入試への出願はできません。なお、二次入試には奨学生としての採用はありませんが、同窓
生奨学生制度では対象となります。

1− −



出願から受験、入学手続きまでの流れ
12月 １月 　　　　　　　　　２月 ３月

学校推薦
入学試験

学校推薦

部活動推薦

自己推薦
入学試験

専願自己推薦

公立併願自己推薦

一般入学
試験

A日程・B日程

二次入試

2

入学試験概要　（詳細はP ４～ 10でご確認ください）
学校推薦入学試験 自己推薦入学試験

学校推薦 部活動推薦 専願自己推薦 公立併願自己推薦

専願 公立高校併願可

出願資格

①2022年3月に中学校卒業見込みの女子生徒。
②将来について明確な目標をもち、コースの特色を理解して入学後も学習や部活動等に意欲的に取り組む女子生徒。
③本校を第一志望とし、合格した場合には必ず本校に入学する女子生徒。 ③私立高校の中で本校を第一

志望とし、公立高校に不合
格となった場合は必ず本校
に入学する女子生徒。

④中学校長の推薦を受けた女子生徒。

⑤剣道部またはバレー
ボール部に所属し、正
選手として県大会に出
場した女子生徒。
A：県大会ベスト８以

上の成績（※１）
B：県大会に準じる大

会でも可（※２）

出
願
条
件

特別進学
コース

中学３年間の５教科評定
平均値3.5以上 実施しません

実施しません

中学３年間の５教科評定
平均値3.8以上

総合進学
コース 中学３年間の５教科評定平均値3.0以上 中学３年間の５教科評定

平均値3.3以上

未来探究進学
コース

（ア）または（イ）の条件を満たしているもの
（ア）中学校３年間の５教科評定平均値　3.0 以上
または中学校３年間の全教科評定平均値　3.0以上

（イ）中学校３年間の５教科評定平均値　2.7 以上
または中学校３年間の全教科評定平均値　2.7以上
かつ生徒会・特別活動・検定等で活躍が見られたもの

評定基準なし 中学３年間の５教科評定
平均値3.0以上

出願期間 2021年12月20日（月）～ 2022年1月6日（木）　（土・日・祝日は除く）※最終日提出書類必着

出願手続

Web出願となります。
下記のものを一括して中学校経由で提出してください。
①志願理由書　②調査書　③推薦書（学校推薦入学試験受験者）
④公立高校併願届（公立併願自己推薦入学試験受験者）
⑤入学試験結果通知用封筒（住所・氏名・郵便番号記入）

試験日程
2022年１月12日（水）午前【  ８：３０～開　場　  ９：００～諸連絡　  ９：３０～面接試験】
　　　　　　　　　　午後【１２：３０～開　場　１３：００～諸連絡　１３：３０～面接試験】
　　　　　　　　　　※午前・午後の記載は受験票にします

選考内容 個人面接
書類審査

個人面接（保護者同伴）
書類審査

個人面接
書類審査

合格発表

2022年１月13日（木）　１６：００
合格者の受験番号をホームページに掲載します。また、文書で受験生および中学校長に合否を通知します。
合格者には「入学手続案内」を同封します。奨学生としての合格者には奨学生に関する書類も同封します。
電話やメールでの問い合わせには対応しません。

2022年度の募集に限り　 ※１ 県大会に出場　 ※２ 地区大会で優秀な成績　

出願期間
12/20（月）～

1/6（木）

出願期間12/20（月）～ 1/21（金） 一般入試A：2/1（火）　B：2/3（木） 合格発表：2/7（月）

推薦入試
1/12（水）

合格発表
1/13（木）

− −



出願から受験、入学手続きまでの流れ
12月 １月 　　　　　　　　　２月 ３月

学校推薦
入学試験

学校推薦

部活動推薦

自己推薦
入学試験

専願自己推薦

公立併願自己推薦

一般入学
試験

A日程・B日程

二次入試

一般入学試験

Ａ日程・Ｂ日程
二次入試

専願志望 一般志望

合格者は必ず本校に入学 公立高校・私立高校の
併願可能 合格者は必ず本校に入学

出願資格

①2022年3月に中学校卒業見込みの女子生徒および中学校を卒業している女子生徒。

②公立高校・私立高校の中で本
校を第一志望とし、合格した場
合には必ず本校に入学する女子
生徒

②公立高校・私立高校の中で本
校を第一志望とし、合格した場
合には必ず本校に入学する女子
生徒

③本校の推薦入試および一般入
試A・B日程のいずれも受験し
ていない女子生徒

出願条件 評定基準なし 評定基準等の詳細は、P10を参照

出願期間 2021年12月20日（月）～ 2022年1月21日（金）　
（土・日・祝日は除く）※最終日提出書類必着

2022年3月8日（月）～
3月17日（木）１６：００まで
※最終日提出書類必着

出願手続
Web出願となります。
下記のものを一括して中学校経由で提出してください。
①調査書　②入学試験結果通知用封筒（住所・氏名・郵便番号記入）　

試験日程

Ａ日程【2022年2月1日（火）】 Ｂ日程【2022年2月3日（木）】 2022年3月18日（金）

８：００～ ８：４０　入　室
８：４５～ ８：５０　諸連絡
９：００～ ９：５０　国　語

１０：１０～１１：００　英　語（リスニングテストあり）
１１：２０～１２：１０　数　学
１２：２０～１２：３０　諸連絡

８：３０～
８：４５～
９：００～
９：４０～

開　　場
諸 連 絡
作　　文
面接試験

選考内容 学力試験（国語・英語・数学） 個人面接

合格発表

2022年2月7日（月）　１６：００ 2022年３月18日（金）１６：００

合格者の受験番号をホームページに掲載します。また、文書で受験生お
よび中学校長に合否を通知します。合格者には「入学手続案内」を同封
します。奨学生としての合格者には奨学生に関する書類も同封します。
電話やメールでの問い合わせには対応しません。

事務室窓口で受験生に文書で合否
を通知します。また、文書で中学
校長に合否を通知します。合格者
には「入学手続案内」を同封します。
電話やメールでの問い合わせには
対応しません。

出願期間　3/8（火）～ 3/17（木）１６：００まで

入学手続き　※詳細はP16を参照　一括手続き：1/21（金）　第一次入学手続き：1/21（金）　第二次手続き：3/18（金）

入学手続き　※詳細はP17を参照　一括手続き：2/2（水）　第一次入学手続き：2/22（火）　第二次入学手続き：3/18（金）

二次入試3/18（金）

新入生
登校日
3/23

（水）

3− −



4

学 校 推 薦 専　　願学校推薦入学試験

出願資格 次の①～⑤の条件をすべて満たすこと。
①2022年３月に中学校卒業見込みの女子生徒。
②将来について明確な目標をもち、コースの特色を理解して入学後も学習や部活動等に意欲的に取り組

む女子生徒。
③本校を第一志望とし、合格した場合は必ず本校に入学する女子生徒。
④中学校長の推薦を受けた女子生徒。

⑤

特別進学コース 中学校３年間の５教科評定平均値　3.5以上
総合進学コース 中学校３年間の５教科評定平均値　3.0以上

未来探究進学コース

次の（ア）または（イ）の条件を満たしていること
（ア）中学校３年間の評定平均値（全教科または５教科）　3.0以上
（イ）中学校３年間の評定平均値（全教科または５教科）　2.7以上　かつ
　　　a）、b）、c）のいずれかの条件を満たしていること
　　　a）生徒会執行部役員としての活動実績がある
　　　b）県大会以上のスポーツ、文化などのイベントに出場経験がある
　　　c）英語検定（日本英語技能検定協会）３級以上、または
　　　　漢字検定（日本漢字能力検定協会）３級以上取得

出願期間 2021年12月20日（月）～ 28日（火）、2022年１月４日（火）～１月６日（木）
【９：００～１６：００】（土・日・祝日は除く）
ただし、2021年12月28日（火）は９：００～１２：００　≪郵送の場合は2022年１月６日（木）提出書類必着≫

出願手続 １　Web出願となります。
　①　Web出願サイト用アカウントの作成
　　　P13「Web出願システム」❶～❸をご覧ください。
　②　受験料　　14,000円
　　　取扱期間　2021年12月１日（水）～ 2022年１月６日（木）
　　　P13「Web出願システム」❹をご覧ください。
２　提出書類（中学校経由で提出してください）
　①志願理由書　　（Ｃ票）
　②調査書　　　　宮城県公立高等学校調査書様式に、2021年12月17日（金）までの事項を記載
　③推薦書　　　　（Ａ票）
　④入学試験結果通知用封筒（住所・氏名・郵便番号を記入）

試験日程 １　試験日　　2022年１月12日（水）
２　時　程　　

試験会場 聖ドミニコ学院高等学校

持参するもの 受験票・上ばき
※受験票は一括して中学校に送付します。中学校の先生から受け取ってください。

選考方法 面接試験・提出書類に基づいて総合的に選考します。

合格発表 2022年１月13日（木）１６：００
合格者の受験番号をホームページに掲載します。また、文書で受験生および中学校長に合否を通知しま
す。合格者には「入学手続案内」を同封します。奨学生としての合格者には奨学生に関する書類も同封
します。電話やメールでの問い合わせには対応しません。

入学手続き 本要項「入学手続き【推薦入学試験合格者】」（P16）を参照してください。

奨学生制度 合格者を中学校３年間の評定平均値に応じて学業奨学生として採用します。
詳細は、P14を参照してください。

専願･部活動特典 専願・部活動特典に該当する合格者は、一部免除される納入金があります。
詳細は、P14を参照してください。

※当日の検温を忘れずに行ってください。
※P12の受験をする際の注意事項を確認

ください。
※午前・午後の記載は受験票にします。

午前の部 午後の部
開　　場 ８：３０～ １２：３０～
諸 連 絡 ９：００～ １３：００～
面接試験 ９：３０～ １３：３０～

− −



 

 

部活動 

奨学生Ａ 

県大会ベスト 8 以上の成績 

（正選手として県大会に出場し、在籍中学校の校長または 

部活動顧問等が優秀であると認めた者） ※２０２２年度の募集に 

限り括弧内の基準とする 
部活動 

奨学生Ｂ 

県大会に準じる大会も可 

（正選手として地区大会に出場し、在籍中学校の校長または 

部活動顧問等が優秀であると認めた者） 
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専 願 自 己 推 薦 専　　願自己推薦入学試験

出願資格 次の①～③の条件をすべて満たすこと。
①2022年３月に中学校卒業見込みの女子生徒。
②将来について明確な目標をもち、コースの特色を理解して入学後も学習や部活動等に意欲的に取り組

む女子生徒。
③本校を第一志望とし、合格した場合は必ず本校に入学する女子生徒。
※出願できるコースは未来探究進学コースです。
　特別進学コース・総合進学コースには出願できません。

出願期間 2021年12月20日（月）～ 28日（火）、2022年１月４日（火）～１月６日（木）
【９：００～１６：００】（土・日・祝日は除く）
ただし、2021年12月28日（火）は９：００～１２：００　≪郵送の場合は2022年１月６日（木）提出書類必着≫

出願手続 １　Web出願となります。
　①　Web出願サイト用アカウントの作成
　　　P13「Web出願システム」❶～❸をご覧ください。
　②　受験料　　14,000円
　　　取扱期間　2021年12月１日（水）～ 2022年１月６日（木）
　　　P13「Web出願システム」❹をご覧ください。
２　提出書類（中学校経由で提出してください）
　①志願理由書　　（Ｄ票）
　②調査書　　　　宮城県公立高等学校調査書様式に、2021年12月17日（金）までの事項を記載
　③入学試験結果通知用封筒（住所・氏名・郵便番号を記入）

試験日程 １　試験日　　2022年１月12日（水）
２　時　程　　

試験会場 聖ドミニコ学院高等学校

持参するもの 受験票・上ばき
※受験票は一括して中学校に送付します。中学校の先生から受け取ってください。

選考方法 面接試験・提出書類に基づいて総合的に選考します。

合格発表 2022年１月13日（木）１６：００
合格者の受験番号をホームページに掲載します。また、文書で受験生および中学校長に合否を通知しま
す。合格者には「入学手続案内」を同封します。奨学生としての合格者には奨学生に関する書類も同封
します。電話やメールでの問い合わせには対応しません。

入学手続き 本要項「入学手続き【推薦入学試験合格者】」（P16）を参照してください。

専願･部活動特典 専願・部活動特典に該当する合格者は、一部免除される納入金があります。
詳細は、P14を参照してください。

※当日の検温を忘れずに行ってください。
※P12の受験をする際の注意事項を確認

ください。
※午前・午後の記載は受験票にします。

午前の部 午後の部
開　　場 ８：３０～ １２：３０～
諸 連 絡 ９：００～ １３：００～
面接試験 ９：３０～ １３：３０～

− −



公 立 併 願 自 己 推 薦 公立高校併願可自己推薦入学試験

出願資格 次の①～④の条件をすべて満たすこと。
①2022年３月に中学校卒業見込みの女子生徒。
②将来について明確な目標をもち、コースの特色を理解して入学後も学習や部活動等に意欲的に取り組

む女子生徒。
③私立高校の中で本校を第一志望とし、公立高校に不合格となった場合は必ず本校に入学する女子生徒。

④
特別進学コース 中学校３年間の５教科評定平均値　3.8以上
総合進学コース 中学校３年間の５教科評定平均値　3.3以上
未来探究進学コース 中学校３年間の５教科評定平均値　3.0以上

出願期間 2021年12月20日（月）～ 28日（火）、2022年１月４日（火）～１月６日（木）
【９：００～１６：００】（土・日・祝日は除く）
ただし、2021年12月28日（火）は９：００～１２：００　≪郵送の場合は2022年１月６日（木）提出書類必着≫

出願手続 １　Web出願となります。
　①　Web出願サイト用アカウントの作成
　　　P13「Web出願システム」❶～❸をご覧ください。
　②　受験料　　14,000円
　　　取扱期間　2021年12月１日（水）～ 2022年１月６日（水）
　　　P13「Web出願システム」❹をご覧ください。
２　提出書類（中学校経由で提出してください）
　①志願理由書　　（Ｄ票）
　②調査書　　　　宮城県公立高等学校調査書様式に、2021年12月17日（金）までの事項を記載
　③公立高校併願受験届　（Ｅ票）
　④入学試験結果通知用封筒（住所・氏名・郵便番号を記入）

試験日程 １　試験日　　2022年１月12日（水）
２　時　程　　

試験会場 聖ドミニコ学院高等学校

持参するもの 受験票・上ばき
※受験票は一括して中学校に送付します。中学校の先生から受け取ってください。

選考方法 面接試験・提出書類に基づいて総合的に選考します。

合格発表 2022年１月13日（木）１６：００
合格者の受験番号をホームページに掲載します。また、文書で受験生および中学校長に合否を通知しま
す。合格者には「入学手続案内」を同封します。奨学生としての合格者には奨学生に関する書類も同封
します。電話やメールでの問い合わせには対応しません。

入学手続き 本要項「入学手続き【推薦入学試験合格者】」（P16）を参照してください。

奨学生制度 合格者を中学校３年間の５教科評定平均値に応じて学業奨学生として採用します。
詳細は、P15を参照してください。

※当日の検温を忘れずに行ってください。
※P12の受験をする際の注意事項を確認

ください。
※午前・午後の記載は受験票にします。

午前の部 午後の部
開　　場 ８：３０～ １２：３０～
諸 連 絡 ９：００～ １３：００～
面接試験 ９：３０～ １３：３０～

7− −
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Ａ日程・Ｂ日程一般入学試験

出願資格 次の①、②の条件を満たすこと。
①2022年３月に中学校卒業見込みの女子生徒および中学校を卒業している女子生徒。
②将来について明確な目標をもち、コースの特色を理解して入学後も学習や部活動等に意欲的に取り組

む女子生徒。

出願区分 専願志望
公立高校・私立高校の中で本校を第一志望とし、合格した場合は必ず入学しなければなりません。

一般志望
公立高校・私立高校の併願が可能です。

出願期間 2021年12月20日（月）～ 28日（火）、2022年１月４日（火）～１月21日（金）
【９：００～１６：００】（土・日・祝日は除く）
ただし、2021年12月28日（火）は９：００～１２：００　≪郵送の場合は2022年１月21日（金）提出書類必着≫

出願手続 １　Web出願となります。
　①　Web出願サイト用アカウントの作成
　　　P13「Web出願システム」❶～❸をご覧ください。
　②　受験料　　14,000円
　　　取扱期間　2021年12月１日（水）～ 2022年1月21日（金）
　　　P13「Web出願システム」❹をご覧ください。
２　提出書類（中学校経由で提出してください）
　①調査書　　　　宮城県公立高等学校調査書様式に、2021年12月17日（金）までの事項を記載
　②入学試験結果通知用封筒（住所・氏名・郵便番号を記入）

試験日程 １　試験日　Ａ日程：2022年２月１日（火）
　　　　　　Ｂ日程：2022年２月３日（木）
２　時　程　（Ａ日程･Ｂ日程共通）
　　　　　　 ８：００～ ８：４０　…　入　室

８：４５～ ８：５０　…　諸連絡
９：００～ ９：５０　…　国　語

１０：１０～１１：００　…　英　語
１１：２０～１２：１０　…　数　学
１２：２０～１２：３０　…　諸連絡

　※当日の検温を忘れずに行ってください。
　※P12の受験をする際の注意事項を確認ください。

（リスニングテストあり）

試験会場 聖ドミニコ学院高等学校

持参するもの 受験票・鉛筆・シャープペン・消しゴム・鉛筆削り・一組の三角定規・コンパス・上ばき
※受験票は一括して中学校に送付します。中学校の先生から受け取ってください。
※分度器（分度器機能付きの定規を含む）の使用や計算、翻訳、辞書、通信等の機能を有する機器類の

使用は認めません。その他、アラーム音を発するなど検査の公正を欠くおそれのある物は、持ち込み
禁止とします。

選考方法 学力試験・提出書類に基づいて総合的に選考します。
第１志望のコースが不合格になっても、第２志望のコースにスライド合格することがあります。

合格発表 2022年２月７日（月）１６：００
合格者の受験番号をホームページに掲載します。また、文書で受験生および中学校長に合否を通知しま
す。合格者には「入学手続案内」を同封します。奨学生としての合格者には奨学生に関する書類も同封
します。電話やメールでの問い合わせには対応しません。

− −



〔東口駅前広場〕

JR仙台駅

←福島方面 盛岡方面→

MID仙台東口
パーキング

観光・送迎用バス
乗降場

BiVi
仙台駅東口

駐
車
場

受験生・保護者
集合場所★

ヨドバシカメラ

入学手続き 本要項「入学手続き【一般入学試験合格者】」（Ｐ17）を参照してください。

奨学生制度 学力試験の結果に応じて学業奨学生として採用します。
詳細は、P15を参照してください。

専願特典 専願特典に該当する合格者は、一部免除される納入金があります。詳細は、P15を参照してください。

送迎バス 試験当日は仙台駅東口（観光バス・送迎バスプール）から無料送迎バスを運行します。送迎バスを利用
する受験生および保護者は、Web出願の際にお申し込みください。送迎バスの出発は午前7時40分です。

9− −
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二 次 入 試 専　　願一般入学試験

出願資格 次の①～⑤の条件をすべて満たすこと。
①2022年３月に中学校卒業見込みの女子生徒および中学校を卒業している女子生徒。
②将来について明確な目標をもち、コースの特色を理解して入学後も学習や部活動等に意欲的に取り組

む女子生徒。
③合格した場合は必ず本校に入学する女子生徒。
④本校の推薦入学試験および一般入学試験Ａ日程・Ｂ日程のいずれも受験していない女子生徒。
※既に他の高等学校に合格し、その入学手続を完了した女子生徒は出願できません。
⑤下表の評定平均値や条件を満たしている女子生徒。
特別進学コース 中学校３年間の５教科評定平均値　3.5以上
総合進学コース 中学校３年間の５教科評定平均値　3.0以上

未来探究進学コース

次の（ア）または（イ）の条件を満たしていること
（ア）中学校３年間の評定平均値（全教科または５教科）　3.0以上
（イ）中学校３年間の評定平均値（全教科または５教科）　2.7以上　かつ
　　a）、b）、c）のいずれかの条件を満たしていること
　　a）生徒会執行部役員としての活動実績がある
　　b）県大会以上のスポーツ、文化などのイベントに出場経験がある
　　c）英語検定（日本英語技能検定協会）３級以上、または
　　　漢字検定（日本漢字能力検定協会）３級以上取得

出願期間 2022年３月８日（火）～ 17日（木）〔９：００～１６：００〕（土・日は除く）
郵送の場合は2022年３月17日（木）提出書類必着

出願手続 １　Web出願となります。
　①　Web出願サイト用アカウントの作成
　　　P13「Web出願システム」❶～❸をご覧ください。
　②　受験料　　14,000円
　　　取扱期間　2021年12月１日（水）～ 2022年３月17日（木）
　　　P13「Web出願システム」❹をご覧ください。
　　　セブン-イレブンを利用する場合は、３月14日（月）までお支払いください。
２　提出書類（中学校経由で提出してください）
　①調査書　　　宮城県公立高等学校調査書様式に、2021年12月17日（金）までの事項を記載
　②入学試験結果通知用封筒（住所・氏名・郵便番号を記入）

試験日程 １　試験日　2022年３月18日（金）
２　時　程　８：３０～　開　　場

８：４５～　諸 連 絡
９：００～　作文（30分）
９：４０～　面接試験

※当日の検温を忘れずに行ってください。
※P12の受験をする際の注意事項を確認ください。

試験会場 聖ドミニコ学院高等学校

持参するもの 受験票・鉛筆・シャープペン・消しゴム・鉛筆削り・上ばき

選考方法 面接試験・提出書類に基づいて総合的に選考します。
第１志望のコースが不合格になっても、第２志望のコースにスライド合格することがあります。

合格発表 2022年３月18日（金）１６：００
事務室窓口で受験生に文書で合否を通知します。また、文書で中学校長に合否を通知します。合格者に
は「入学手続案内」を同封します。電話やメールでの問い合わせには対応しません。

入学手続き 入学金（50,000円）と教育充実資金（150,000円）の合計金額（200,000円）を2022年３月22日（火）
１５：００までに納入し、必ず入学手続きをしてください。

奨学生制度 二次入試には、学業奨学生制度・専願合格者特典はありません。ただし、同窓生奨学生制度は適用され
ます。詳細は、P15を参照してください。

− −



入学試験時の大雪等自然災害や感染症等への対応

◆大雪等自然災害発生の場合
１　入学試験日を原則的には変更いたしません。
２　自然災害等の不測の事態により交通機関に遅延が生じた場合は、状況に応じて試験開始時刻を繰り下げること

があります。その場合はホームページで連絡しますのでご確認ください。
３　遅刻しそうな場合は、必ず下記の本学院代表電話に連絡してください。

◆インフルエンザ等に罹患した場合
１　受験可能な場合は、別室での受験となります。必ず事前に連絡してください。
２　受験不可能な場合は、在籍中学校もしくは出身中学校から本校所定のインフルエンザ等による欠席届を提出し

てください。
　　下記の通り追試験を実施します。

【追試験日時】
　推薦入学試験志願者

選考日時：2022年１月19日（水）９：３０～
選考方法：生徒募集要項に記載されている方法によります。
合格発表：2022年１月19日（水）１６：００
入学手続締切：2022年１月21日（金）１５：００

　一般入学試験Ａ日程・Ｂ日程志願者

※追試験も受験不可能な場合は、書類審査で選考しますので、在籍中学校を通して連絡してください。

◆試験当日体調不良の場合
１　受験可能な場合は、別室での受験ができます。
２　受験不可能な場合は、在籍中学校もしくは出身中学校から下記の本校代表電話に連絡してください。

◆その他
１　自家用車で来校される方は、所定の駐車場をご利用ください。
２　保護者の控え室を準備しておりますので、ご利用ください。

代表電話　０２２‐２２２‐６３３７

Ａ日程 Ｂ日程
選 考 日 時 2022年２月７日（月）９：００～ 2022年２月９日（水）９：００～
選 考 方 法 生徒募集要項に記載されている方法によります。
合 格 発 表 2022年２月10日（木）１６：００

入学手続締切
【一括】入 学 手 続 き：2022年2月22日（火）１５：００
【分割】一次入学手続き：2022年2月22日（火）１５：００
　　　　二次入学手続き：2022年3月18日（金）１５：００

11− −



12

新型コロナウィルス感染症の対策ついて

１　受験上のお願い
①　当日は出発前に検温をし、受験票に記入してください。本校教職員が受付時に確認します。
②　受験当日は必ずマスクの着用をお願いします。
③　試験前日に、下に示すセルフチェックシートによる健康状態の確認をしてください。
④　受験日に下記のような症状がある場合は中学校を通してご連絡ください。

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱などの強い症状がある場合。
・重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。

※上記以外でも、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合は中学校を通してご連絡ください。
（症状が４日以上続く場合は必ず相談してください。症状には個人差がありますので、強い症状と
思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤等を飲み続けなければならない方も同様です）

２　感染または濃厚接触者になった場合など
　万一、新型コロナウイルスに感染または濃厚接触者となった場合、また、その他に感染の疑いがあ
り保健所の指示で受験できない場合は、PCR 検査の結果などにより、P11 で示した追試験を受けてい
ただくことになります。
　追試験も受験できない場合は書類審査により選考しますので、中学校を通してご連絡ください。

セルフチェックシート
○受験前２週間における健康状態について

　（健康状態について、該当する方に　　をお願いします。） 有　無

ア）平熱を超える発熱 □　□

イ）咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状 □　□

ウ）だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） □　□

エ）嗅覚や味覚の異常 □　□

オ）体が重く感じる、疲れやすい等 □　□

カ）新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚接触の有無 □　□

キ）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 □　□

ク）過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航
又は当該在住者との濃厚接触がある場合

□　□

※　該当する項目がある場合は、中学校と相談してください。

− −



<出願に関するお問合せ先>　聖ドミニコ学院高等学校　TEL：022-222-6337

※システムに関する操作などのお問い合わせは、ログオン画面下の【お問合せ】ボタンよりご連絡ください。
問い合わせ先：グレープシティ株式会社

インターネットに接続できる端末（パソコン・スマートフォン・
タブレット）からWeb出願サイトにアクセスします。

※迷惑メール対策をされている場合は@contact.grapecity.comからの受信許可
設定をお願いいたします。
※パスワードは８文字以上で英数字を含めたものを設定してください。
※願書・受験票用に志願者の顔写真が必要です。事前にスマートフォン・タブレッ
ト等で撮影してアップロードするか、デジタルカメラで撮影してパソコンから
アップロードしてください。撮影の際の注意点はＨＰにてご確認ください。

※申込完了後、【申込内容確認書】を印
刷し、中学校の先生へ提出をしてく
ださい。コンビニエンスストアでの
印刷方法は出願サイト下部の【よく
ある質問】をご覧ください。

※複数の試験を受験する場合は、１つ
目の試験を申込後、再度【新規申込手
続き】より申し込みをしてください。

※金融機関窓口でのお支払いはで
きません。
※お客様番号、確認番号を入力し
お支払いを行ってください。

１ 【お支払い】よりいずれかの方法でお支払
い手続きを行います。４

受験票を受け取り試験当日に持参してく
ださい。
受験票は原則、中学校経由で交付します。
発送は１月4日（火）以降になります。

５

初めての方はこちらから志願者情報（メールアドレスやパス
ワード）のアカウント作成を行います。２

手順②で自動返信されるメールよりリンクをクリックし、作成した
アカウントでログオンします。【新規申込手続き】より受験する試
験を選択し、必要事項をご記入の上申込手続きをしてください。

３

https://lsg.grapecity.com/
dominic_high/app

◉ご利用可能なクレジットカード

■クレジットカード決済
オンライン決済のため24時間受験料のお支払いが可
能です。

◉ご利用可能なコンビニ

■コンビニ決済
払込票を印刷するか払込伝票番号を控えて頂き、選択
したコンビニ店でお支払いを行います。

■ペイジー決済
ペイジーマークのあるATMまたは銀行のネットサー
ビスよりお支払い頂けます。
◉ペイジーマーク

● Web出願サイト処理手順

● Web出願から試験当日までの流れ
本
校
出
願
サ
イ
ト
へ

ア
ク
セ
ス

ア
カ
ウ
ン
ト
を
作
成

試
験
申
込

申
込
内
容
確
認
書
を

印
刷

受
験
生
↓
中
学
校
へ

確
認
依
頼

受
験
料
の
お
支
払
い

※

手
数
料
は
ご
負
担
く
だ

さ
い
。 試

験
当
日

※

受
験
票
は
後
日
交
付
さ

れ
ま
す
。

中
学
校
↓
本
校
へ

必
要
書
類
を
ご
提
出

※
必
要
書
類
は
出
願
す
る

試
験
の
詳
細
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※Web出願サイトのアカウントの作成は 2021年10月23日 から、試験
申込は 2021年12月1日 からご利用頂けます。
※インターネットに接続できる環境やプリンタをご利用頂く必要があります。
※スマートフォン・タブレットをご利用の方はQRコードから直接出願サイト
にアクセスできます。

※出願期間を確認の上、アカウントを作成してください。

Web出願システム
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就学支援金
全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、授業料に充てる高等学校就学支援金を生徒
に支給し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。

支援額

⑴（市町村税の）課税標準額×６％－（市町村民税）調整控除額が154,500円以上304,200円未満の場合は、月額9,900円となります（年
収目安590万円～ 910万円）

⑵（市町村税の）課税標準額×６％－（市町村民税）調整控除額が０円（非課税）以上154,500円未満の場合は、月額33,000円となり
ます。（年収目安０円～ 590万円）

※⑴・⑵に該当しない場合は、対象外となります。
※受給資格が認定されるまでは、全額納入いただきます。認定後に相殺します。

対　象 36 ヶ月以内の在籍者であれば、就学支援金の対象となり、学校が代理受領し授業料へ充当します。

■学校推薦（専願）・部活動推薦（専願）・専願自己推薦入試の奨学生制度および専願特典・部活動特典
※奨学生制度は、中学校３年間の評定平均値が基準となります。　斜線部分の箇所は納入する必要はありません。

区分 学校推薦（専願） 部活動推薦（専願） 専願自己推薦

種別 学業奨学生Ａ 学業奨学生B 学業奨学生C 専願特典
専願特典

＋
部活動特典

部活動奨学生Ａ 部活動奨学生B 専願特典
専願特典

＋
部活動特典

校
　
納
　
金

入
学
手
続
き
時

入学金 50,000 納入
※同窓生は免除

納入
※同窓生は免除

教育
充実資金 150,000

月
額
納
入
金

授業料 33,000 納入 納入 納入 納入 納入

教育充実費 15,000
半額
7,500
納入

納入 納入 納入
半額
7,500
納入

納入 納入

特別進学
コース

（定員35名）

奨学基準
５教科

評定平均
3.8以上

５教科
評定平均
3.5以上

－ － － － － － －

出願条件 ５教科評定平均3.5以上 － －

総合進学
コース

（定員60名）

奨学基準
５教科

評定平均
3.8以上

５教科
評定平均
3.3以上

５教科
評定平均
3.0以上

－ －
５教科

評定平均3.0以上
（※１）県大会出場

５教科
評定平均3.0以上

（※２）地区大会出場
－ －

出願条件 ５教科評定平均3.0以上 ５教科評定平均3.0以上 －

未来探究
進学コース

（定員60名）

奨学基準
５教科

評定平均
3.8以上

５教科
評定平均
3.3以上

５教科
評定平均
3.0以上

５教科
評定平均

2.9以下の場合

５教科
評定平均
2.9以下

※指定部活動
の継続

評定平均
2.7以上

（５教科or全教科）
（※１）県大会出場

評定平均
2.7以上

（５教科or全教科）
（※２）地区大会出場

評定基準なし

評定基準なし

※指定部活動
の継続

出願条件

（ア）評定平均3.0以上（５教科または全教科）
または、

（イ）評定平均2.7以上、（５教科または全教科）
および、生徒会・特別活動・検定実績

評定基準なし

①奨学生制度はすべてのコースが対象です。
②学業奨学生Ａ・Ｂ、部活動奨学生Ａ・Ｂの奨学は原則３年間としますが、入学後の学習状況・生活状況・活動状況によって取り消され

ることがあります。
③学業奨学生A・B、部活動奨学生A・Bの毎月の授業料については、下記の就学支援金を除く金額を免除します。
④部活動特典の指定部活動は、剣道・バレーボール・ソフトテニス・バトントワリングで、その活動実績があり、入学後、該当部活動へ

の入部が条件となります。
　　部活動特典は、専願特典に該当する、学校推薦の合格者（３年間の５教科評定平均値が2.9以下）と専願自己推薦合格者が対象になる

ため、入学金と教育充実資金を免除します。
⑤同窓生奨学生は、祖母・母・姉（在学中含）が本学院中学校・高等学校の同窓生である者です。
⑥建学の精神および校風に合致し、経済的に困難な家庭の入学者に対して授業料相当額を貸与する「貸与奨学生制度」があります。
⑦2022年度の募集については新型コロナウィルス感染症の影響を考え下記の条件を部活動奨学生の基準とします。

※１　３年間の５教科または全教科評定平均値が2.7以上で、正選手として県大会に出場し、在籍中学校の校長または部活動顧問等
が優秀であると認めた者　

※２　３年間の５教科または全教科評定平均値が2.7以上で、正選手として地区大会に出場し、在籍中学校の校長または部活動顧問
等が優秀であると認めた者

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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その他の奨学金制度 （2021年４月現在）
名　称 奨学金の内容 支給総額 給付期間 返済期間

宮城県高等学校等
育英奨学資金 経済的に困難な家庭の子女。 月額30,000円

自宅外通学は月額35,000円 卒業まで 卒業後
12年間

亀井記念財団 家庭の事情から学費の負担が困難な生徒。 月額10,000円を給付 卒業まで 返済義務
なし

岩井久治奨学
育英基金

保護者が死亡・離別・重度障害などで経
済的に修学困難になった生徒。 月額10,000円を給付 卒業まで 返済義務

なし

交通遺児育英会 保護者が交通事故で死亡又は後遺障害の
ため経済的に困難な家庭の子女。

月額20,000円・30,000円・
40,000円から選択 卒業まで

卒業後
20年間
以内あしなが育英会

保護者が病気・災害・自死により死亡、
又は病気・災害の後遺障害のため経済的
に困難な子女。

月額50,000円
（貸与30,000円、給付20,000円） 卒業まで

※その他の奨学生制度については、連絡がありしだいお知らせします。

聖ドミニコ学院　入学金減免制度
区分 世帯区分および保護者の所得要件 減免額
① 入学金減免を受ける年度において生活保護を受給している世帯 50,000円から県立高等学校の入学金相当額を除算した額

② 入学金減免を受ける年度分の県民税所得割及び市町村民税所得割を課さ
れない世帯 50,000円

③ 入学金減免を受ける年度分の県民税所得割の額と市町村民税所得割の額
とを合算した額が100円以上257,500円未満の世帯 25,000円

■ 公立併願自己推薦・一般入試の奨学生制度および専願特典
※公立併願自己推薦入試の奨学生制度は、中学校３年間の５教科評定平均値が基準となります。
　斜線部分の箇所は納入する必要はありません。

区分 公立併願（併願） 一般入試

種別 学業奨学生Ａ 学業奨学生B 学業奨学生C 奨学なし 学業奨学生Ａ 学業奨学生B 学業奨学生C 専願特典 奨学なし

校
納
金

入
学
手
続
き
時

入学金 50,000 納入
同窓生は免除

納入
同窓生は免除

納入
同窓生は免除

教育
充実資金 150,000 納入 納入

月
額
納
入
金

授業料 33,000 納入 納入 納入 納入 納入

教育充実費 15,000
半額
7,500
納入

納入 納入
半額
7,500
納入

納入 納入 納入

特別進学
コース

（定員35名）

奨学基準 評定平均
4.2以上

評定平均
3.8以上 － － 入学試験総得点が

240点以上
入学試験総得点が

210点以上
入学試験総得点が

180点以上 基準なし －

出願条件 評定平均3.8以上 評定基準なし

総合進学
コース

（定員60名）

奨学基準 評定平均
4.2以上

評定平均
3.8以上

評定平均
3.3以上 － 入学試験総得点が

240点以上
入学試験総得点が

210点以上
入学試験総得点が

180点以上 基準なし －

出願条件 評定平均3.3以上 評定基準なし

未来探究
進学コース

（定員60名）

奨学基準 評定平均
4.2以上

評定平均
3.8以上

評定平均
3.3以上

評定平均
3.2以下の場合

入学試験総得点が
240点以上

入学試験総得点が
210点以上

入学試験総得点が
180点以上 基準なし －

出願条件 評定平均3.0以上 評定基準なし

① 奨学生制度はすべてのコースが対象です。（一般入試において第２志望のコースで合格した場合でも奨学生基準をみたせば奨学生とし
て採用します。）

② 学業奨学生Ａ・Ｂの奨学は原則３年間としますが、入学後の学習状況・生活状況・活動状況によって取り消されることがあります。
③ 学業奨学生A・Bの毎月の授業料については、就学支援金（p14参照）を除く金額を免除します。
④ 同窓生奨学生は、祖母・母・姉（在学中含）が本学院中学校・高等学校の同窓生である者です。
⑤ 建学の精神および校風に合致し、経済的に困難な家庭の入学者に対して授業料相当額を貸与する「貸与奨学生制度」があります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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入学手続き
【推薦入学試験合格者】
〔入学手続金〕
　入学金（50,000円）・教育充実資金（150,000円）の合計200,000円を納入

〔入学手続き期間〕　一括手続きと分割手続きがあります。
　◎一括手続き　………2022年１月21日（金）締切〔学校推薦入学試験・専願自己推薦入学試験合格者は必ず手続きをする〕
　◎第一次入学手続き…2022年１月21日（金）締切〔公立併願自己推薦入学試験合格者は必ず手続きをする〕
　◎第二次入学手続き…2022年３月18日（金）締切〔公立併願自己推薦入学試験合格者で本校への入学が決定した場合〕

入試区分 種別
一括手続き

分割手続き

【第一次入学手続き】 【第二次入学手続き】

１月21日（金）１５：００
入学手続締切

１月21日（金）１５：００
入学手続締切

３月18日（金）１５：００
入学手続締切

学
校
推
薦
入
学
試
験

学校推薦
合格者

学業奨学生Ａ合格者

・奨学生・特典誓約書の提出学業奨学生Ｂ合格者

学業奨学生Ｃ合格者

同窓生奨学生合格者 ・同窓生奨学生入学手続書の
提出

部活動特典該当合格者 ・奨学生・特典誓約書の提出

合格者 ・入学金の納入

部活動推薦
合格者

部活動奨学生Ａ合格者
・奨学生・特典誓約書の提出

部活動奨学生Ｂ合格者

自
己
推
薦
入
学
試
験

専願自己推薦
合格者

同窓生奨学生合格者 ・同窓生奨学生入学手続書の
提出

部活動特典該当合格者 ・奨学生・特典誓約書の提出

合格者 ・入学金の納入

公立併願自己推薦
合格者

学業奨学生Ａ合格者

・奨学生・特典誓約書の提出 ・第一次入学手続用はがきの
提出 ・奨学生・特典誓約書の提出学業奨学生Ｂ合格者

学業奨学生Ｃ合格者

※第一次入学手続きをしたが、本校への入学を辞退する場合（公立併願自己推薦入学試験合格者のみ）
辞退の理由 辞退方法 提出締切

公立高校に合格 ・入学辞退届（入学試験結果通知用封筒に同封）の提出 2022年３月18日（金）１５：００

− −



【一般入学試験合格者】
〔入学手続金〕
　入学金（50,000円）・教育充実資金（150,000円）の合計200,000円を納入

〔入学手続き期間〕　一括手続きと分割手続きがあります。
　◎一括手続き　………2022年２月22日（火）締切〔専願志望の合格者は必ず手続きをする〕
　◎第一次入学手続き…2022年２月22日（火）締切〔公立高校併願者で私立高校では本校を第一希望とする一般志望の
　　　　　　　　　　　合格者は必ず手続きをする〕
　◎第二次入学手続き…2022年３月18日（金）締切〔一般志望の合格者で本校への入学が決定した場合〕

入
試
区
分

種別
一括手続き

分割手続き

【第一次入学手続き】 【第二次入学手続き】

２月22日（火）１５：００
入学手続締切

２月22日（火）１５：００
入学手続締切

３月18日（金）１５：００
入学手続締切

専
願
志
望

学業奨学生Ａ合格者

・奨学生・特典誓約書の提出学業奨学生Ｂ合格者

学業奨学生Ｃ合格者

同窓生奨学生合格者 ・同窓生奨学生入学手続書の提出

合格者（奨学生以外） ・入学金の納入

一
般
志
望

学業奨学生Ａ合格者

・奨学生・特典誓約書の提出

・第一次入学手続用はがきの提出

・奨学生・特典誓約書の提出学業奨学生Ｂ合格者

学業奨学生Ｃ合格者

同窓生奨学生合格者 ・教育充実資金の納入
・同窓生奨学生入学手続書の提出

・教育充実資金の納入
・同窓生奨学生入学手続書の提出

合格者（奨学生以外） ・入学金の納入
・教育充実資金の納入

・入学金の納入
・教育充実資金の納入

※第一次入学手続きをしたが、本校への入学を辞退する場合（一般志望の合格者のみ）
辞退の理由 辞退方法 提出締切

公立高校に合格 ・入学辞退届（入学試験結果通知用封筒に同封）の提出 2022年３月18日（金）１５：００

入学手続き

17− −
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諸経費一覧（2021年度実績）

１．入学手続時の納入金

区　　分 金　　額 2021年度の実施内容です。

入 学 金 50,000円 2022年度については、変更される場合があります。

教育充実資金 150,000円

計 ア 200,000円

２．入学時の諸経費（消費税が別にかかるものもあります）

教科書 イ

特別進学コース 9,585円

副教材費 エ

特別進学コース 83,316円
総合進学コース 8,345円 総合進学コース 56,045円
幼児保育進学コース 7,765円 幼児保育進学コース 48,461円
キャリアデザインコース 8,345円 キャリアデザインコース 51,075円

制　　服

ブレザー 28,050円

靴

通学靴 6,600円
冬スカート 14,630円 上靴 3,300円
★スラックス（希望者） 12,000円 屋内運動靴 3,850円
長袖ブラウス 4,510円 計 オ 13,750円
セーター（指定 グレー・キャメル） 7,260円
リボン 1,760円

体育着

トレーニングシャツ 4,510円
ハイソックス 620円 ストレートパンツ 3,520円
タブリエ 5,200円 半袖Ｔシャツ（白） 2,900円

小計（★除く）　ウ 62,030円 半袖Ｔシャツ（紺） 3,400円
夏スカート 10,700円 ハーフパンツ 2,420円
半袖ブラウス 4,070円 計 （Ｔシャツ白の場合）カ 13,350円
セーター（指定　水色・紺） 7,260円
★夏用長袖ブラウス（希望者） 4,510円

小計（★除く） 22,030円

３．入学時諸経費合計　ア～カ ４．月額納入金

特別進学コース 382,031円 内　　訳 金　　額
総合進学コース 353,520円 授　業　料 33,000円
幼児保育進学コース 345,356円 教育充実費 15,000円
キャリアデザインコース 348,550円 計　 48,000円
月額納入金や夏制服代は含まれません。 授業料についてはP14の就学支援金をご参考ください。

５．その他（年額）

内　　訳 金　　額
後援会費 20,000円
生徒会費 9,600円

各種負担金 2,890円
計 32,490円

− −



学校推薦入学試験　推薦書

志　願
コース名

コース 生徒氏名

（　　　　 年　　 月　　 日生）

ふりがな

聖ドミニコ学院高等学校

校 長　　柚 木 　 洋 子　殿

　　　　　（〒　　　－　　　　  ）

所 在 地　

電　　話　（　　　 　）　　　　 －

中学校名

校 長 名

印

下記の生徒は、人物並びに成績等から貴校にふさわしいと認め、推薦いたします。

公
印

【推薦理由】

（西暦）　　　　　年　　　 月　　 　日

受験番号

※の欄は記入しないでください。

※

A票

中学校３年間の５教科評定平均値記入欄

（小数点第２位を四捨五入して記入してください。）

（小数点第２位を四捨五入して記入してください。）

中学校３年間の全教科評定平均値記入欄

【未来探究進学コース受験者のみ記入】

【未来探究進学コース受験者で評定平均が2.7以上で2.9以下の生徒は該当するすべての項目に○をつけてください】

a）生徒会執行部役員としての活動実績

b）県大会以上のスポーツ、文化などのイベントに出場経験

c）英語検定（日本英語技能検定協会）３級以上、または漢字

　　検定（日本漢字能力検定）３級以上取得

記載者　職・氏名



出願条件
（　　　　）　奨学生Ａ

（　　　　）　奨学生Ｂ

（該当する出願条件に○を記入してください。）

【部活動の成績】［部活動名　　　　　　　　］（成績を収めた学年も記入してください。）

【推薦理由】（人物・学業成績・健康・出席状況等、本人の特長について記入してください。）

B票

部活動推薦入学試験　推薦書

聖ドミニコ学院高等学校

校 長　　柚 木 　 洋 子　殿

　　　　　（〒　　　－　　　　  ）

所 在 地　

電　　話　（　　　 　）　　　　 －

中学校名

校 長 名

公
印

（西暦）　　　　　年　　　 月　　 　日

受験番号

※の欄は記入しないでください。

※

中学校３年間の５教科評定平均値記入欄

（小数点第２位を四捨五入して記入してください。）

中学校３年間の全教科評定平均値記入欄

【未来探究進学コース受験者のみ記入】　　　　　　

（小数点第２位を四捨五入して記入してください。）

印記載者　職・氏名

志　願
コース名

コース 生徒氏名

（　　　　 年　　 月　　 日生）

ふりがな

下記の生徒は、人物並びに成績等から貴校にふさわしいと認め、推薦いたします。



１．志願理由を記入してください。

２．自分について紹介してください。長所や短所を含めて書いてください。

３．どのような中学校生活でしたか。

　　一生懸命に取り組んだことなども含めて振り返って書いてください。

C票

部活動推薦

学校推薦

受験する入学試験に○を記入してください。

学校推薦入学試験　志願理由書

（西暦）　　　　　年　　　 月　　 　日

受験番号

※の欄は記入しないでください。

※

黒のペンまたはボールペンを使用して、志願者が記入し、書き誤った

場合は、その部分に二重線を引き、訂正してください。

聖ドミニコ学院高等学校

校 長　　柚 木 　 洋 子　殿

氏　　名

ふりがな

中学校名 中学校

志　願
コース名

コース



５．高校生活への夢や希望を含めて高校入学後に取り組みたいことを書いてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校推薦志願者が記入）

４．苦手な教科や科目はありますか。その克服のためにどのようなことをしていますか。

　　今までのことや入学後のことも含めて学習への取り組みなどを書いてください。

７．将来あなたが活躍したい分野は何ですか。現在考えているあなたの将来の姿を書いて

　　ください。

６．高校生活への夢や希望を含めて高校入学後の部活動や学習への取り組み方について

　　書いてください。　　　　　 　　　 　　　　　 　　 （部活動推薦志願者が記入）



１．志願理由を記入してください。

２．自分について紹介してください。長所や短所を含めて書いてください。

３．どのような中学校生活でしたか。

　　一生懸命に取り組んだことなども含めて振り返って書いてください。

D票

自己推薦入学試験　志願理由書

（西暦）　　　　　年　　　 月　　 　日

受験番号

※の欄は記入しないでください。

※

聖ドミニコ学院高等学校

校 長　　柚 木 　 洋 子　殿

氏　　名

ふりがな

中学校名 中学校

志　願
コース名

コース

公立併願自己推薦

専願自己推薦

受験する入学試験に○を記入してください。

黒のペンまたはボールペンを使用して、志願者が記入し、書き誤った

場合は、その部分に二重線を引き、訂正してください。

５．高校生活への夢や希望を含めて高校入学後に取り組みたいことを書いてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学校推薦志願者が記入）

４．苦手な教科や科目はありますか。その克服のためにどのようなことをしていますか。

　　今までのことや入学後のことも含めて学習への取り組みなどを書いてください。

７．将来あなたが活躍したい分野は何ですか。現在考えているあなたの将来の姿を書いて

　　ください。

６．高校生活への夢や希望を含めて高校入学後の部活動や学習への取り組み方について

　　書いてください。　　　　　 　　　 　　　　　 　　 （部活動推薦志願者が記入）



６．将来あなたが活躍したい分野は何ですか。現在考えているあなたの将来の姿を書いて

　　ください。

４．苦手な教科や科目はありますか。その克服のためにどのようなことをしていますか。

　　今までのことや入学後のことも含めて学習への取り組みなどを書いてください。

５．高校生活への夢や希望を含めて高校入学後に取り組みたいことを書いてください。



公立併願自己推薦入学試験

公立高校併願受験届

聖ドミニコ学院高等学校

校 長　　柚 木 　 洋 子　殿

志　願
コース名

コース

貴校を私立高校の中で第一志望とし、貴校に合格し、公立高校

（共通選抜および特色選抜）に不合格の場合は貴校に入学する

ことを約束いたします。

氏　　名

ふりがな

中学校名 中学校

保護者名 印

志願者は、併願校を必ず記入してください。

併 願 校（予定）

公立高校名

E票
（西暦）　　　　　年　　　 月　　 　日

受験番号

※の欄は記入しないでください。

※

６．将来あなたが活躍したい分野は何ですか。現在考えているあなたの将来の姿を書いて

　　ください。

４．苦手な教科や科目はありますか。その克服のためにどのようなことをしていますか。

　　今までのことや入学後のことも含めて学習への取り組みなどを書いてください。

５．高校生活への夢や希望を含めて高校入学後に取り組みたいことを書いてください。




