令和 5 年度入試

開会
ご挨拶

仙台白百合学園高等学校

入試説明会

校長 藤田 正紀

高等学校の学びと生活について
令和 5 年度入試について
募集要項の説明、入試出題について
閉会
ご希望の場合は、学校見学ツアー、個別相談にご移動をお願いします。
◎帰りのバス発車時刻は 11：15 を予定しています。
◎リスニング講習会（11/19）への参加申込みを受け付けています。教員にお渡しください。
◎同封のアンケートは、お帰りの際、出口の回収箱に入れてください。

仙台白百合学園高等学校

令和5年度
高校入学試験について

入試区分について

推薦入試（専願型）

出願方法は以下の4種類

推薦入試
従来の専願型（合格時入学決定）に加え、
①専願型
公立併願型を新設（公立高校不合格時に
②公立併願型 入学決定）。公立併願型では、本校の推薦
合格を保持したまま、公立高校を受験可能。

合格者には、入学時納付金20万円が免除されます。

④一般入試 昨年より変更なし

公立併願校に不合格の場合、必ず入学。

出願条件
3年時の5段階評定（9教科）の評定合計が30以上
かつ 3年間の欠席日数が１５日以内

書類選考。本学園での受験は不要です。
入学時納付金の免除はありません。

一般入試

合格の場合、必ず入学。

他校併願で受験。

個人面接あり。

1年間の授業料相当額の支給
または
1年間の授業料以外の校納金を支給

検定料
支払い

印刷

志願書
受験票

先生

入学後は、1年ごとに在校生全員対象の奨学生選抜をおこないます

インターネット出願

出願
確認票

ミライ
コンパス
ID登録

出願状況
確認サイト
で確認可能

確認

入
学
試
験

志願書提出
推薦書
調査書

①高校HPの入試情報ページ
にリンクを掲載します。

受
験
票

※任意です
【出願相談】
※推薦評定基準あり

推薦入試（専願型）合格者
入学時納付金20万円の免除。

専願入試
1年間の授業料相当額の支給
一般入試
または
の全員対象 1年間の授業料以外の校納金を支給

受験の流れ 先生と生徒

出願

推薦入試
（専願型）

入試の得点によって、

出願条件なし 筆記試験３教科（国数英）

生徒

出願の流れについて

入試特典制度についてのまとめ

専願入試

入試の得点によって、

出願条件
3年時の5段階評定（9教科）の評定合計が30以上
かつ 3年間の欠席日数が30日以内

入学試験 400字の作文 ・個人面接

③専願入試 昨年より変更なし

推薦入試（公立併願型）

合格の場合、必ず入学。

郵出
送願
書
窓類
口

②はじめにメールアドレス・パス
ワードを登録。
（確認メールがきます）
③登録済みのメールアドレスと
パスワードでログイン。

１２月１日から

②志願者情報入力

情報入力から合否確認まで

①受験種別選択（推薦、専願、一般）
②志願者情報入力
③検定料支払い（クレジット、コンビニ、銀行など）
④（任意）出願用顔写真の登録（スマホで撮れます）
⑤受験票・志願票の印刷（登録した写真が印刷されます。
または、お持ちの写真を貼り付け）
合否確認ページから（高校HPにリンクを設置します）
③合否確認、入学金・一時金の支払い

新型コロナウィルス感染症に関わる追試日
推薦入試
追試日

推薦入試追試日 1/1８（水）
作文・面接・調査書での合否
合否発表 １/１９（木）

入試に関するご質問は随時受け付けております。
●高校HPからのお問い合わせ
高等学校入試について
https://high.sendaishirayuri.net/highschool_information/

専願入試
一般入試
追試日

A日程入試追試日 2/７（火）
B日程入試追試日 2/9（木）
作文・面接・調査書
合否発表 2/１０（金）

前年度 受験票・志願票サンプル 受験者印刷
✂

③検定料支払い

ログイン後の流れ

✂

①受験種別選択（推薦：専願、併願、専願、一般）

●電話でのお問い合わせ
０２２－７７７－５７７７ 入試広報部

宛名票は切り取らずに志願書と一緒に
封筒に入れてください。

推薦書、調査書等と一緒に
中学校の先生が提出します。
受験票
志願者が持参

志願書
志願者が先生に提出

2023 年度高校入試

入学試験出題について

国語
評論、小説の長文二題とその他の小問題となる予定です。
1.

長文の読解力を問う問題

2.

その他

漢字の書き取り、読み方、語句の意味、文章表現の理解、筆者の考え・登場人物の心情読解など

古典、文法、文学史、慣用的語句など

「受験生へのメッセージ」
日ごろから様々なことについてよく考え、自分の言葉で表現できるように心がけましょう。また高校では、古典（古文・漢文）の授業があります。口語の文法に慣
れておくと理解しやすいと思います。
数学
1.

出題レベルは公立高校入試問題と同程度です。問題量は例年通りです。

2.

計算力などを問う小問を 10 題前後と関数・図形・方程式等に関する総合的な力を見る問題を出題します。教科書の章末問題程度は繰り返し勉強をしてきてく
ださい。

3.

出題範囲は中学校 3 年間で学習する全範囲です。ただし、3 年生の「標本調査」からの出題はありません。注意してください。

「受験生へのメッセージ」
高校の数学の問題を解くためには、複雑な文字式の計算をしなければいけません。そのために、中学校で習った文字式の計算（分数式の加減乗除・因数分解など）
は確実にできるようにしておいてください。
英語
1.

中学校で学習した事項がきちんと定着し、自分のものになっているかどうかを問うことがねらいです。

2.

リスニング、語彙、会話表現、長文読解、文法、英作文などの力を総合的に見ます。

3.

英検 3 級程度の問題を数多く解いておくと良いでしょう。

4.

単語や英文をしっかり書けない受験生が増えてきました。普段から単語や英文を書いて覚える習慣をつけてください。

「受験生へのメッセージ」
高校では英語を読んだり、書いたり、聞いたり、話したりする量がとても多くなり、内容も多岐にわたります。様々な話題に興味を持って取り組むことが必要で
す。英語に接する機会を積極的に増やしてください。また、辞書や参考書を使って学習する習慣が大切になります。早めに身につけておくと、入学後の学習をスム
ーズに進めることができます。それから、1 日 20 分でいいので、1 年生から 3 年生にかけて授業で使ってきた教科書の本文を繰り返し音読してみましょう。音読
はとても大切です！

仙台白百合学園高等学校入試 Q&A
推薦入試について
Ｑ１ 推薦入試の作文はどのようなものですか？

Ａ 過去の推薦入試作文課題例（時間は４０分です）
現在の日本そして世界は様々な問題を抱えています。このような時代に、あなたが社会に
奉仕・貢献できる女性となるため、これから始まる高校の３年間で身につけたい、または磨
きたい「力」と「心」について、仙台白百合学園高等学校を選んだ理由と結びつけながら、
400 字以内で書きなさい。ただし、題名は「○○の力と○○な心」のように、身につけたい
「力」と「心」をはっきりと示すものとしなさい。

Ｑ２ 推薦入試が不合格だった場合、専願・一般入試を受験できますか？

Ａ

推薦入試が不合格だった場合は、
・A 日程、B 日程どちらとも、専願または一般で受験できます。
・検定料は必要ありません。
・調査書・受験票も推薦入試のものを使います。
合否結果通知に不合格時の手続き方法を記載しますので、ご確認ください。

一般・専願入試について
Ｑ１ A 日程と B 日程の両方を受験できますか？

Ａ

両方受験できます。

Ｑ２ 受験科目は何教科ですか？？

Ａ

専願、一般とも３教科受験です。（国、数、英）

調査書など書類について
Ｑ１ 推薦や専願で出願する場合、調査書に「推薦」や｢専願｣と書くのですか？

Ａ

願書で確認しますので、調査書に書く必要はありません。

Ｑ２ 「学校名」欄にワープロで印字すると｢仙台白百合学園｣と入りません。

Ａ

「仙台白百合」または「白百合」と略していただいて結構です。

Ｑ３ 出願の際、中学校から「受験者一覧」を出す必要がありますか？

Ａ

インターネット出願に伴い、受験者一覧の提出は不要です。

Ｑ４ 推薦で出願して、万一不合格となり、専願または一般にまわるときには新たな書類 Ａ
が必要ですか？

出願書類はそのまま専願受験で使いますので、新たな書類や受験料などは必要あり
ません。

Ｑ５ 写真は自宅で印刷したものでもよいですか？

Ａ

規定のサイズにして願書に貼付していただければ結構です。

Ｑ６ 他県からの受験ですが、調査書の様式は？

Ａ 各県のもので提出してください。

「延期願」を提出することで、各県公立学校の合格発表翌日まで
Ｑ７ 県外からの一般受験で、仙台白百合学園の二次手続き日より後に公立学校の発表が Ａ 県外からの受験者は、
あります。手続きを延期できますか？
延期できます。
「延期願」の様式は自由です。

インターネット出願について
Q１ 自宅にパソコンやプリンターがありません。出願できますか？

Ａ 出願は、スマートフォン、タブレットからも可能です。印刷については、コンビニエ
ンスストアで印刷が可能です。

Q２ メールアドレスを登録しましたが、確認のメールが届きません。

Ａ メールサービス運営会社の迷惑メール対策等の設定内容により迷惑メールと判断され
てしまった場合は通常の受信ボックスに振り分けられずにご覧いただけないケース
や、メール自体が届かない場合もあります。メールの設定を変更していただくか、異
なるメールアドレスをご使用ください。

Q３ 自分の名前や住所の漢字が入力できません。

Ａ 例えば「髙（はしごだか）
」のように、パソコンで入力が難しい場合は、カタカナで入
力してください。

Q４ 受験票と写真票の写真はどのように貼り付ければよいでしょうか。

Ａ 写真店で撮影した受験生の顔写真データ、もしくはデジタルカメラやスマートフォン
で個人撮影した写真をアップロードしてください。アップロードできない場合は、印
刷した受験票・写真票に受験生の写真（4cm×3cm）を貼付してください。ご自宅で印
刷したものでも構いません。

Q５ 申込内容の間違いに気が付いた場合はどうしたらよいでしょうか。

Ａ 出願サイト「マイページ」の「申込確認」ボタンを押して、「申込内容確認画面」を
表示してください。申込内容確認画面に「入力情報を変更する」ボタンが表示されて
いる場合は、入力内容を修正することができます。「入力情報を変更する」ボタンが
表示されない場合は、本校へご連絡ください。

その他
Ｑ１ 体調不良等による別室受験はできますか？

Ａ できます。あらかじめわかっている場合は、公立高校と同じ様式で届けを提出してく
ださい。
ただし、新型コロナウィルス感染症の場合は、中学校からその旨ご連絡いただき、別
日での受験となります。

