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I 
令釈03年度入試特典情報

乞

r1．皿四受験料は10,000円
1回分の受験料(10,000円）で最大3回（①奨学生入試・推薦入試 ② 一般・専願入試A日程 ③ 一般・専願入試B日程）
の出願が 可能です。

2.「学業奨学生入試」（公立併願可）での受験で、一次入学金40,000円、
又は、早期手続書で二次入学金140 -,000円免除
「創進コ ース」「文理コ ース」「文教コ ース」に公立併願できる 「学業奨学生制度」です。
（詳細は「令和3年度募集要項」P4をご確認ください）

m9 三（※）早期入学手続きをした場合は二次入学金140,000円のうち100,000円を免除。
（※）公立高校を受験せず、早期に東北高校入学の手続きをした場合。

さら）入学してからも奨学生ランクによって
授業料（月額34,000円）、教育費（月額5,000円）、施設整備費（月額7,000円）をそれぞれ免除。
また一般合格でも 早期入学手続者は、月々の教育費が免除されます。

3.「特別推薦入試」
中学校校長先生の推薦があれば、もれなく二次入学金140,000円を免除。

ロヱさらに入学してからも教育費（月額）5,000円を免除します。（対象コ ース：文理コ ース、文教コ ース、スポ ー ツコ ース）
※（就学支援金33,000円の家庭の場合、月々の学納金は8,000円となります。）

4.mm「特技奨学生推薦入試」
本校に無い部活動で文化（芸術・ 芸能等）・スポ ー ツの活動・競技・種目でも奨学生になれます。
奨学生ランクによって 教育費（月額5,000円）、施設整備費（月額7,000円）をそれぞれ免除。
（詳細は「令和3年度募集要項」P6をご確認ください）

s．二次入学金140,000円が免除される入試方式
（自己推薦や専願での受験でももれなく二次入学金140,000P.Iを免除）
(1) 推薦入試

入試種別
文化・スポー ツ

奨学生推薦入試 特技奨学生推薦入試 特別推薦入試

文理・文教・
スポー ツコ ース

総合コ ース推薦入試 自己推薦入試

実施コ ース 文理・文教・
スポー ツコ ース

(2)一般・専願入試
入試種別 ， 一般・専願入試

実施コ ース 文教コ ース

文理・文教コ ース 総合コ ース

(3) 学業奨学生入試（公立併願可）での
早期手続き者。

6．．一 般入試 (AB 穏 •BB 穏）での受験でも、学業奨学生になるチャンス
「一般入試」 の結果によって、学業奨学生採用となる奨学生制度 です。
学業奨学生として合格採用 の場合は、二次入学金140,000円のうち40,000円を免除。
もちろん入学後も奨学生ランクに応じて、授業料・教育費·施設整備費の免除があります。
（詳細は「令和3年度募集要項」P10をご確認ください）

文教コ ース

r7．東日本本震災で襖災さ也た方�•J災減免措置」を今年も実篇偵継続実籠10年目）
すべての入試種類において、入学後の申請で一次入学金(40,000円）・ニ次入学金(140,000円）をお戻しします。

8．ロコ新型コロナウイルスによる家計急変を支援する「コロナ減免措置」を実施
すべての入試種類において、入学後の申請で一次入学金(40,000円）・ニ次入学金(140,000円）をお戻しします。
（詳繍は「令和3年度募集要項」P23をご確認ください）

国の私立高等学校
就学支援制度
授業料に対する国の支援として、
年収910万円未満の世帯に、
年間約,,万8,000円または�n6,ooo円
（月額9,900円または33,000円）が支給されます。
※年収は4人家族（両親·子供2人）で両親の一方が働いている場合の目安です。
※所得の判定基準は市町村民税の課税標準額です。

2021年度の学費概要

本校の奨学生制度
ランク 授業料 教育費 施設整備費

s奨学生 免除 免除 免除

A奨学生 免除 納入 免除

B奨学生 納入 免除 免除

c奨学生 納入 納入 免除
※高等学校就学支援金制度で 、 授業料に対して毎月33,000円が給付さ
れるご家庭では、 A奨学生の月納金が B奨学生の月納金より高くなるとい
う逆転現象が起こります。このような場合 、 A奨学生であっても 、 学納金
の面で不利にならないようB奨学生として取り扱うことができます。

月額納付金

入学試験の種別 月々の特典等 入学時納付金 合格区分 就学支援金 就学支援金 就学支援金
（支援金なし） （月額9,900円） （月額33,000円）

学業奨学生入試（早期手続者） S、A、B、C 奨学生Sで合格 ゜

奨学生Aで合格 5,000
文化・スポー ツ奨学生推薦入試 S、A、B、C

奨学生Bで合格 34,000 24,100 
特技奨学生推薦入試 B、C 40,000 奨学生Cで合格 39,000 29,100 

学業奨学生入試（早期手続者） 教育費5,000円免除 S~C以外の合格 41,000 31,100 

特別推薦入試 教育費5,000円免除 合格 41,000 31,100 

自己推薦入、総合コ ース推薦、一般専願入試 合格 46,000 36,100 

奨学生Sで合格 ゜

学業奨学生入試（公立併願者）
l

S、A、B、C
奨学生Aで合格 5,000 

140,000 奨学生Bで合格 34,000 24,100 
普通一般入試の奨学生

J
L 

S、A、B、C

J

奨学生Cで合格 39,000 29,100 

学業奨学生入試（公立併願者） ］ S~C以外の合格 46,000 36,100 

普通一般入試 | 180,000 合格
※学業奨学生入試（早期手続者）公立混校を受験せず東北高校に入学手続きをした者 ※学業奨学生入試（公寸併願者）：公立南校も受験する者

学業奨学生入試（公立併願可）による奨学生制度
中学校3年次1年間の9教科評定の平均値

学業奨学生入試（咋年麿）

・・・創進(4.0以上） 文理(3.0以上） 文教(2.5以上） 英・数・国 文理・文教創進／ランク
3教科合計 ／ランク

◎公立併願は可能です。他の私立 と の併願はできません。
s奨学生 230点以上 s奨学生

◎奨学生ランクに該当しない場合も 、一般合格となります。
一般合格で早期手続者は月々の教育費が免除されます。 A奨学生 220点以上 A奨学生

◎点数により創進コ ース から文理・文教へ、また文理から B奨学生 210点以上 B奨学生
文教へのスライド合格となる場合があります。 c奨学生 180点以上 c奨学生

※点数はあくまで目安とな I) 、面接等の総合評価で決定します。

一般入試による学業奨学生制度
一般入試 の結果によって、学業奨学生適用となる奨学生制度
（対象コ ース：創進・文理・文教コ ース）

（詳細は「令和3年度寡集要項」でご確認ください。）

一般入試の奨学生（咋年崖）
国・数・英 文理・文教創進／ランク

3教科合計 ／ランク

s奨学生 240点以上 s奨学生

A奨学生 235点以上 A奨学生

B奨学生 230点以上 B奨学生

c奨学生 220点以上 c奨学生
※点数はあくまで目安となリ｀面接等の総合評価で決定します。
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