
尚志コース〔女子〕　奨学生推薦入試
1. 募集対象

4. 出願受付

3. 出願手続

5. 試験内容

6. 試験日程

7. 受 験 場

8. 選考方法

9. 合格発表

10. 入学手続

特　　典

2. 出願条件
詳細は本校に
お問い合わせ
下さい。

●受験票、筆記用具、上履を持参して下さい。
●携帯電話、スマートフォン、タブレット等、及び計算や通信等の機能付時計等は持ち込まないこと。

2023年1月11日（水）　受付 8:00～8:30    点呼・諸注意・面接 8:30～

中学校からの
書類受付

奨学生の資格は尚志コースに在籍する限り卒業までとするが、奨学生としてふさわしくない行為等
があった場合、その扱いを取り消すことがあります。

★特典A　入学金（50,000円）相当額を給付し、かつ年額200,000円を給付して奨学します。
★特典B　入学金（50,000円）相当額を給付し、かつ年額100,000円を給付して奨学します。
★特典C　入学金（50,000円）相当額を給付して奨学します。
※実際には納入していただく各種校納金に充当します。その他詳細規定あり。
　⇒ 詳細はp.20～22をご覧下さい。

（1） 特典A　　　評定平均値 4.3以上の者。
（2） 特典B　　　評定平均値 4.0以上の者。
（3） 特典C　　　評定平均値 3.5以上の者。
（4） 特典A～C　評定平均値 3.0以上で、かつ部活動等において優秀な技能・力量を持ち、
　　　　　　　  それを高校入学後も継続向上させることを志す者。
　　　　　　　　（学業成績を含めた総合判定によりA～Cの各特典）

Ⅰ.  2023年3月に中学校卒業見込みの女子で、尚志コースに合格した場合、必ず本校に入学する者。
Ⅱ.  中学生として模範的であり、中学校長より推薦された者。
Ⅲ.  次のいずれかに該当する者。

＜評定平均値は3年間の9教科（国・数・英・社・理・音・美・保体・技家）の5段階評定の平均値とする＞

※出願前に本校にお問い合わせ下さい。

2022年12月19日（月）～2023年1月5日（木） 〈12月24日(土)、12月29日(木) ～1月3日(火)を除く〉　
　●平日 9：00～16：00、 土曜日 9：00～13：00（事務室にて受付）
　●郵送の場合、 1月5日（木）必着のこと。（日曜・祝祭日は受付いたしません）

2023年1月12日（木）

全合格者 …… 施設設備費　納入期日 1月20日（金）まで
手続きはWebでお願いいたします。決済は、クレジットカード、コンビニ、ペイジーから
お選びいただけます。なお、納入された納入金は、お返しできませんのでご了承下さい。

面接 … 本人のみの個人面接

本学院一本杉キャンパス 〔仙台市若林区一本杉町 1 番 2 号〕

［書類審査・面接］により、総合判定します。

尚
志
コ
ー
ス

第 1 学年  女子（尚志コースの全入試計 約 45％／ p.2 参照）／ 全コース 計 240名

◎Web出願サイトは2022年11月15日（火）から利用可能です。出願方法は p.6～9 をご覧下さい。
◎受験料納付期間：2022年12月1日（木）～
次の書類を中学校からお送り下さい。
　（1） 調査書（宮城県公立高等学校出願用の用紙を用い、12月16日（金）までの事項を記入する。）
　（2） 尚志コース奨学生推薦書（ホームページからダウンロードして下さい）
　※出願条件Ⅲの（4）による出願の場合は「特技保持者扱い願い書」及び「特技実績証明書」
　  （それぞれホームページからダウンロードして下さい）を提出のこと。
［写真について］
　Web出願時のはじめに顔写真を保存（アップロード）します。詳しくはp.6からの「全区分共通Web出願
　登録の方法と手続き」の「3.出願申込手続き～ログオンと出願情報の入力」をご覧下さい。

★受験上の配慮申請書は本校ホームページ　
　https://www.st-ursula .ac .jp/high/yoko/gaiyo.php からダウンロードをお願いいたします。
　また、調査書も宮城県公立高校用の様式発表後に、本校のホームページにも掲載いたします。

●本人宛に郵送します。（1月11日（水）中に速達便で郵便局に発送を委託します。）
●受験者は1月12日（木）15：00～19：00の間、Webにて合否照会できます。
※奨学生推薦入試に不合格であった場合、願書等の書類、再受験料不要で［一般入試］に出願できます。
　通知書同封のハガキに必要事項を記入し提出するのみ。（1月13日（金）消印有効）

（14）



尚志コース〔男子〕　奨学生推薦入試
1. 募集対象

3. 出願手続

5. 試験内容

6. 試験日程

7. 受 験 場

8. 選考方法

9. 合格発表

10. 入学手続

特　　典

2. 出願条件
詳細は本校に
必ずお問い合
わせ下さい。

Ⅰ.  2023年3月に中学校卒業見込みの男子で、尚志コースに合格した場合、必ず本校に入学する者。
Ⅱ.  中学生として模範的であり、中学校長より推薦された者。
Ⅲ.  次のいずれかに該当する者。
　 ＜評定平均値は3年間の9教科（国・数・英・社・理・音・美・保体・技家）の5段階評定の平均値とする＞

（1） 特典A　　　評定平均値 4.3以上の者。
（2） 特典B　　　評定平均値 4.0以上の者。
（4） 特典A～C　評定平均値 3.0以上で、かつ部活動等において優秀な技能・力量を持ち、
　　　　　　　　全国大会を目指してそれを高校入学後も継続向上させることを志す者。
　　　　　　　　（学業成績を含めた総合判定によりA～Cの各特典）
※Ⅲ．（4）で出願する場合、本校の当該部活動担当教員よりご説明いたしますので、出願前に
　必ずお問い合わせ下さい。

奨学生の資格は尚志コースに在籍する限り卒業までとするが、奨学生としてふさわしくない行為等
があった場合、その扱いを取り消すことがあります。

★特典 A　入学金（50,000円）相当額を給付し、かつ年額200,000円を給付して奨学します。
★特典 B　入学金（50,000円）相当額を給付し、かつ年額100,000円を給付して奨学します。
★特典 C　入学金（50,000円）相当額を給付して奨学します。
※実際には納入していただく各種校納金に充当します。その他詳細規定あり。
　⇒ 詳細はp.20～22をご覧下さい。

2022年12月19日（月）～2023年1月5日（木） 〈12月24日(土)、12月29日(木) ～1月3日(火)を除く〉　
　●平日 9：00～16：00、 土曜日 9：00～13：00（事務室にて受付）
　●郵送の場合、 1月5日（木）必着のこと。（日曜・祝祭日は受付いたしません）

4. 出願受付
中学校からの
書類受付

●受験票、筆記用具、上履を持参して下さい。
●携帯電話、スマートフォン、タブレット等、及び計算や通信等の機能付時計等は持ち込まないこと。

2023年1月11日（水）　受付 8:00～8:30    点呼・諸注意・面接 8:30～

面接 … 本人のみの個人面接

本学院一本杉キャンパス 〔仙台市若林区一本杉町 1 番 2 号〕

［書類審査・面接］により、総合判定します。

尚
志
コ
ー
ス

第 1 学年  男子（尚志コースの全入試計 約 45％／ p.2 参照）／ 全コース 計 240名

◎Web出願サイトは2022年11月15日（火）から利用可能です。出願方法は p.6～9 をご覧下さい。
◎受験料納付期間：2022年12月1日（木）～
次の書類を中学校からお送り下さい。
　（1） 調査書（宮城県公立高等学校出願用の用紙を用い、12月16日（金）までの事項を記入する。）
　（2） 尚志コース 奨学生推薦書（ホームページからダウンロードして下さい）
　※出願条件Ⅲの（4）による出願の場合は「特技保持者扱い願い書」及び「特技実績証明書」
　  　（それぞれホームページからダウンロードして下さい）を提出のこと。

★推薦書、特技保持者扱い願い書、特技実績証明書、受験上の配慮申請書は本校ホームページ　
　https://www.st-ursula .ac .jp/high/yoko/gaiyo.php からダウンロードをお願いいたします。
　また、調査書も宮城県公立高校用の様式発表後に、本校のホームページにも掲載いたします。

［写真について］
　Web出願時のはじめに顔写真を保存（アップロード）します。詳しくはp.6からの「全区分共通Web出願
　登録の方法と手続き」の「3.出願申込手続き～ログオンと出願情報の入力」をご覧下さい。

全合格者 …… 施設設備費　納入期日 1月20日（金）まで
手続きはWebでお願いいたします。決済は、クレジットカード、コンビニ、ペイジーから
お選びいただけます。なお、納入された納入金は、お返しできませんのでご了承下さい。

2023年1月12日（木）
●本人宛に郵送します。（1月11日（水）中に速達便で郵便局に発送を委託します。）
●受験者は1月12日（木）15：00～19：00の間、Webにて合否照会できます。
※奨学生推薦入試に不合格であった場合、願書等の書類、再受験料不要で［一般入試］に出願できます。
　通知書同封のハガキに必要事項を記入し提出するのみ。（1月13日（金）消印有効）

（15）



尚志コース　推薦入試
1. 募集対象

Ⅰ.  2023年3月に中学校卒業見込みの女子で、尚志コースに合格した場合、必ず本校に入学する者。
Ⅱ.  中学生として模範的であり、中学校長より推薦された者。
Ⅲ.  3年間の9教科（国・数・英・社・理・音・美・保体・技家）の5段階評定の平均値が3.0以上の者。

4. 出願受付

2. 出願条件

3. 出願手続

5. 試験内容

6. 試験日程

7. 受 験 場

8. 選考方法

9. 合格発表

10. 入学手続

（女子）

中学校からの
書類受付

2022年12月19日（月）～2023年1月5日（木） 〈12月24日(土)、12月29日(木) ～1月3日(火)を除く〉　
　●平日 9：00～16：00、 土曜日 9：00～13：00（事務室にて受付）
　●郵送の場合、 1月5日（木）必着のこと。（日曜・祝祭日は受付いたしません）

　受 付 ……………………… 8:00～8:30
　点呼・諸注意・面接 …… 8:30～

　　　●受験票、筆記用具、上履を持参して下さい。
　　　●携帯電話、スマートフォン、タブレット等、及び計算や通信等の機能付時計等は持ち込まないこと。

2023年1月11日（水）

尚
志
コ
ー
ス

第 1 学年  女子（尚志コースの全入試計 約 45％／ p.2 参照）／ 全コース 計 240名

◎Web出願サイトは2022年11月15日（火）から利用可能です。
　出願方法は p.6～9 をご覧下さい。

◎受験料納付期間：2022年12月1日（木）～

次の書類を中学校からお送り下さい。
　（1） 調査書（宮城県公立高等学校出願用の用紙を用い、12月16日（金）までの事項を記入する。）
　（2） 尚志コース 推薦書（ホームページからダウンロードして下さい）

★推薦書、受験上の配慮申請書は本校ホームページ　
　https://www.st-ursula .ac .jp/high/yoko/gaiyo.php からダウンロードをお願いいたします。
　また、調査書も宮城県公立高校用の様式発表後に、本校のホームページにも掲載いたします。

［写真について］
　Web出願時のはじめに顔写真を保存（アップロード）します。詳しくはp.6からの「全区分共通Web出願
　登録の方法と手続き」の「3.出願申込手続き～ログオンと出願情報の入力」をご覧下さい。

2023年1月12日（木）
●本人宛に郵送します。（1月11日（水）中に速達便で郵便局に発送を委託します。）
●受験者は1月12日（木）15：00～19：00の間、Webにて合否照会できます。

※奨学生推薦入試に不合格であった場合、願書等の書類、再受験料不要で［一般入試］に出願できます。
　通知書同封のハガキに必要事項を記入し提出するのみ。（1月13日（金）消印有効）

合格者は期日内に手続きをして下さい。
●入学金 及び 施設設備費　納入期日 1月20日（金）まで

手続きはWebでお願いいたします。決済は、クレジットカード、コンビニ、ペイジーから
お選びいただけます。なお、納入された納入金は、お返しできませんのでご了承下さい。

面接 … 本人のみの個人面接

本学院一本杉キャンパス 〔仙台市若林区一本杉町 1 番 2 号〕

［書類審査・面接］により、総合判定します。
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10. 入学手続

尚志コース　一般入試（奨学制度・専願制度あり）

2. 出願条件

3. 出願手続

5. 試験内容

6. 試験日程

7. 受 験 場

8. 選考方法

9. 合格発表

［書類審査・学力検査・アンケート］ により、総合判定します。   
　◎男子は1年次の進学選抜クラスに所属できる力が認められることを基準に総合判定します。

1. 募集対象

特　　典

4. 出願受付
中学校からの
書類受付

尚志コース合格者で特に優れた者には、特典Bの奨学生合格通知をします。
★特典B　入学金（50,000円）相当額を給付し、かつ年額100,000円を給付して奨学します。

奨学生の資格は尚志コースに在籍する限り卒業までとするが、奨学生としてふさわしくない行為等
があった場合、その扱いを取り消すことがあります。

※実際には納入していただく各種校納金に充当します。その他詳細規定あり。
　⇒ 詳細はp.20～22をご覧下さい。

2023年3月に中学校卒業見込みの男女、またはそれ以前に卒業した男女。
◆専 願 で 出 願：出願したコースに合格した場合は、必ず本校に入学する者。
◆私立の第1で出願：私立学校の中で、本校を第一志望とし、出願したコースに合格した場合は、
　　　　　　　　　 必ず１次手続きをする者。

尚
志
コ
ー
ス

第 1 学年  男女（尚志コースの全入試計 約 45％／ p.2 参照）／ 全コース 計 240名

◎Web出願サイトは2022年11月15日（火）から利用可能です。出願方法は p.6～9 をご覧下さい。
◎受験料納付期間：2022年12月1日（木）～
次の書類を中学校からお送り下さい。
　●調査書（宮城県公立高等学校出願用の用紙を用い、12月16日（金）までの事項を記入する。）

★受験上の配慮申請書は本校ホームページ　
　https://www.st-ursula .ac .jp/high/yoko/gaiyo.php からダウンロードをお願いいたします。
　また、調査書も宮城県公立高校用の様式発表後に、本校のホームページにも掲載いたします。

［写真について］
　Web出願時のはじめに顔写真を保存（アップロード）します。詳しくはp.6からの「全区分共通Web出願
　登録の方法と手続き」の「3.出願申込手続き～ログオンと出願情報の入力」をご覧下さい。

（1） ［1次手続き］ 入学金　納入期日 2月9日（木）まで
　　 ★奨学生合格者は入学金納入が免除されますが、Webシステムで所定の１次手続をお願いいたします。
（2） ［2次手続き］ 施設設備費　納入期日 3月17日（金）まで
　　 ただし、県外からの受験者は申し出により各県公立高等学校の合格発表の翌日まで
　　 2次手続を延期することができます。

合格者のうち本校に入学を希望する者は期日内に手続きをして下さい。

手続きはWebでお願いいたします。決済は、クレジットカード、コンビニ、ペイジーから
お選びいただけます。なお、納入された納入金は、お返しできませんのでご了承下さい。

2022年12月19日（月）～2023年1月18日（水） 〈12月24日(土)、12月29日(木) ～1月3日(火)を除く〉　
　●平日 9：00～16：00、 土曜日 9：00～13：00（事務室にて受付）
　●郵送の場合、 1月18日（水）必着のこと。（日曜・祝祭日は受付いたしません）

A日程 … 2023年1月31日（火）　 B日程 … 2023年2月2日（木）　［両日共通］　

●受験票、筆記用具、上履、昼食を持参して下さい。
●携帯電話、スマートフォン、タブレット等、及び計算や通信等の機能付時計等は持ち込まないこと。

  8：00～ 8：20
  8：20～
  8：40～
  9：00～ 9：50
10：10～11：00
11：20～12：10

12：10～12：50
12：50～13：00
13：00～13：50
14：10～15：00
15：00～15：05
15：05～（10分程度）

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .

7 .
8 .
9 .
10.
11.
12.

昼 食
（試験配付）
社 会
理 科
諸 連 絡
アンケート

受 付
点 呼
諸 注 意
国 語
英 語
数 学

2023年2月6日（月）
●本人宛に郵送します。（2月5日（日）中に速達便で郵便局に発送を委託します。）
●受験者は2月6日（月）15：00～19：00の間、Webにて合否照会できます。

（1） 学力検査（国語・英語・数学・社会・理科 各50分）
（2） アンケート：面接試験の代わりに、高校に入学したら頑張りたいことについて、短い時間で書いて
　　　　　　　 いただきます。

本学院一本杉キャンパス 〔仙台市若林区一本杉町 1 番 2 号〕

（17）


